
平成２４年第１３回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２４年１０月２３日（火） 午後２時開会

場 所 東庁舎Ａ会議室

出席者 教育委員長 谷川 裕一 委員長職務代理者 川副 美知子

教育委員 武田 善勝 教育委員 坂田 正幸

教育長 市川 純代 教育部長 松林 直良

次長 藤田 善久 次長（学校施設担当） 清水 宗彦

次長（学校給食担当） 大林 隆三 健康福祉こども部理事 吉岡 登

教育総務課長 古川 清 学校教育課長 中村 隆秀

生涯学習課長 里田 春男 スポーツ課長 中谷 逸朗

文化財課長 山本 一博 幼児課長 藤原 真弓

教育研究所長 田中 寛 図書館長 巽 照子

事務局（教育総務課参事） 野神 浩司

以上 １９名

欠席者 次長（生涯学習・スポーツ・文化財担当）村田 洋一

人権課長 森本 雅夫

以上 ２名

会議概要

事務局 開会

委員長 改めまして、こんにちは。

第１３回教育委員会定例会の招集をいたしましたところ、委員の皆さん、管理職の皆さ

んにはご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

先月までまだまだ暑い日が続いて上着もいらず、クールビズだと言っていたのが急に肌

寒い季節になり、やっと秋が来て、冬に近づいてきたのかなと思われます。皆さん体調管

理には十分に注意して大事にしていただきたいと思います。

また、教育長、各委員におかれましては、１０月各地区で体育祭、スポーツ大会等に出

席いただき、ありがとうございました。教育長には建部、湖東と２カ所、あわただしい中、

開会式に出席いただきまして誠にありがとうございました。その中でスポーツの秋を満喫

していただいたのかなと思います。

そして、ニュースポーツの地域教育の関係で講師に来ていただいたスポーツ推進委員さ

んが急に体調を悪くされました。先ほど本人からメールが届きまして、やっとＩＣＵから

出られて１か月間の安静だということでした。命に別状はないようで、これから頑張って

いただけるかとホッとしております。

歳と共に体力も低下してきて、色々なところが悪くなり、体と気持ちが反比例するとこ

ろが多々ありますので、スポーツをされる場合には皆さんも十分に注意してください。

これより、第１３回教育委員会定例会を開催いたします。

９月の定例会の会議録についてですが、事前に事務局より配布していただきまして熟読



各委員

委員長

教育長

いただいていることと思いますが、ご異議はございませんか。

― 異議なし ―

それでは、９月の会議録署名委員には坂田委員と川副委員、後程ご署名をお願いいたし

ます。

なお、今回の定例会の会議録署名委員には川副委員と武田委員、よろしくお願いいたし

ます。

それでは１番報告事項、教育長報告をお願いいたします。

改めまして、こんにちは。

今日はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。

委員の方々には色々と課題もあるということで、五個荘中学校、能登川西小学校に訪問

いただきました。私がいない中で現場の生の声も聴けたのではないかと思いますし、今後

の教育行政に大事なところもあるかと思いますので、教えていただければありがたいと思

っています。

後ほど各課報告もあるかと思いますが、１７日に安田祥子さんを迎えての市民大学の閉

講式を無事終了させていただきました。

また、２１日に市展の表彰式もございました。市長賞や議会の議長賞もございますので

市長、議長のお２人には賞状を渡していただき、無事終了いたしました。

そして、学校教育について、いくつか報告をさせていただきます。

1 点目、東近江市立小学校陸上記録会です。布引運動公園ができましてから市のバスも

使って布引運動公園で記録会をしているのですが、今年度も五個荘・能登川地区、蒲生地

区、そして愛東・湖東・永源寺地区、八日市地区と４つに分かれて行っています。最初言

いました３地区は既にお天気も良い日に無事終了しています。特に能登川・五個荘地区に

つきましては、1 日の日程で５、６年生全員が参加するプログラムでした。全員１００ｍ

を走り、２人３脚のクラス対抗リレーをされて学級作りにこの取り組みを生かしたと聞い

ています。そして蒲生地区は６年生全員ということで１４６名が午後からの半日日程で行

っており、全員参加で１００ｍを走るということでした。そして、愛東・湖東については

午前からの半日日程で、ここも５、６年生全員４０７名参加と聞いております。大縄跳び

と１００ｍを走るということですが、大縄跳びについては時間内に何人が跳べるのかとい

うことを競い、非常に盛り上がって子ども達が楽しんでいたということでした。五個荘・

能登川地域は観覧席からの応援だったのですが、非常に大きな声で声援を送り、競技をし

ている子ども達も頑張っていたということでした。１０月２６日には残り１地区の八日市

地区の予定ですが、お天気が心配です。ここは人数が多いので５、６年生の選手の出場と

なっております。東近江市の小学生を４つに分けますと約５００名前後、どういう分け方

にするかを考えながら今後の陸上記録会のやり方を検討していくと聞いております。

ただ、陸上記録会が１０月の４，５，１１，２６日ですので、行楽シーズンでバスの確

保が難しく、予備日まで取ることはできない状況で、バスの確保が一つ大きな課題かと思

います。

２点目ですが、現在、第２回目の人事主事訪問を行っています。次年度の児童・生徒数

は学級数の確認をして、そして特別支援学級の新設、増設、存続、廃級、これはクラスに



委員長

教育部長

も関わりますのでそういったことについても見通しを伺っているところです。併せて、定

年退職者の方、あるいは希望退職をされる方、採用にも関わってまいりますので確認をし

ております。人事主事訪問は小学校２２校中の１１校が終わり、中学校も９校中６校が終

わりましたので、あと少しというところでございます。

３点目、先ほどの特別支援学級の新設、増設、存続、廃級に関してですが、就学指導に

関わっての総数１５４件の答申を１０月１９日にいただきました。東近江市特別支援推進

協議会という会がありまして、子ども達も見ていただきながら、親の相談も受け、検査等

もし、総合的に判断していただくという会です。現在、答申としては、知的障害特別支援

学級には４１人、自閉情緒障害学級へは３４人です。難聴の特別支援学級については１人、

弱視特別支援学級は１人です。そして八日市養護学校に進級するのが妥当とするのが２２

人で、甲良養護学校が３人、聾唖学校が１人、通常学級で見ていったらどうかという子ど

も達が５１人です。併せて特別支援教育に関する充実発展についてという提言もいただき

ました。新規通級指導教員の配置にかかる意見書、これは聖徳中学校のほうにも通級指導

教室が必要であるとの、設置要望なのですが、それに対して意見書もいただきました。

以上でございます。

ありがとうございます。

引き続きまして教育部長報告をお願いします。

過日の１０月１日には、愛東と御園コミセンの指定管理開始式が挙行され、谷川委員長

並びに川副委員には、ご出席いただきありがとうございました。

また、同日、教育委員と市長・副市長との懇談の場では、教育委員会が抱えております

課題につきまして意見交換をしていただきました。限られた時間ではありましたが、中で

も、学校の実情に加えて、加配や支援員などの重要性・必要性は受止めていただいたもの

と考えております。

先週の１０月１５日から１９日にかけまして、４会場に分けて市政懇話会が開催されま

した。要望・提案の教育委員会に関連するものについてご説明させていただきます。

市辺地区からは、蒲生野短歌会の継続について要望がありました。短歌会は万葉まつり

の一つとして取組まれてきましたが、万葉まつりが中止となる中、地域では万葉フェスタ

として取り組まれており、その中に取組んでいただき、教育委員会として支援してまいり

たいと考えております。

玉緒地区では、玉緒小学校の老朽化した体育館の改築要望がありましたが、本市では耐

震整備を優先して取組んでおりますことから、これが終えてからとしております。

また、五個荘地区からは、小中学校の英語教育の充実として、東近江市のオリジナル、

独自性を持たせた取組の提案がありました。具体的には海外に赴任され英会話に堪能な方

で、生活や仕事を含めた課外授業などでの人材活用や、国際交流の充実などでありました。

蒲生地区からは、通学路の啓発として看板や通学路マップの配布の要望がありました。

市政懇話会については以上でございますが、お手元にお配りさせていただいております

平成２５年度予算編成方針につきまして、示達がございましたので、その概要についてご

説明申し上げます。

１枚目「平成２５年度予算編成について」ですが、１．「基本的な方針について」の中の

「予算編成イメージ」をご覧いただきたいと思います。



委員長

健康福祉子ど
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委員長

予算編成は、例年のとおり年間の予算要求を行ないますが、２月に市長選挙の予定があ

りますことから、予算査定後に予算調整を行い、平成２５年度当初予算は骨格予算を想定

されています。選挙後に、政策的経費を盛込んだ肉付予算を編成し、６月補正を行なう予

定となっています。

次の資料の「平成２５年度予算見積事務取扱要領」１ページから２ページでは、国や県・

市の厳しい経済動向や財政状況が記されていますが、後程ご一読いただければと思います。

２ページの「予算編成の基本的な考え方」として、「総合計画【後期】」に掲げておりま

す、まちづくりの基本方針に位置付けられた施策に基き、予算編成を行なうとしています。

６ページには、「平成２５年度予算総額のイメージ」が付いております。特に平成２６年

度までは、合併特例債を活用することになります、こども施設や基幹道路の整備、東近江

総合医療センターとしての「中核病院整備」、本庁舎の耐震大規模改修など大規模普通建設

事業が高水準で見込まれる中、今年度（平成２４年度）当初予算は４４５億５千万円であ

りました。

現在、新年度（平成２５年度）の概算要求額は約４８３億円で、総合計画【後期】の財

政推計から、その目標を４６０億円としており、大きく乖離している状況です。

一般行政経費と政策的経費で約２３億円縮減していかなくてはなりませんので、概算要

求を十分精査し、不急事業の見送りや、前例にとらわれない事業の見直し、既存事業の縮

小・統廃合、公の施設改革計画の推進など、行財政改革の推進が見える効果的・効率的な

予算編成とする旨の指示が出されています。

今後、教育委員会としてその根拠を示しながら要求を行ないますが、予算見積もりの査

定においては、非常に厳しいものが予想されます。

新年度予算編成にかかる概要を申し上げ、報告とさせていただきます。

ありがとうございました。引き続き、健康福祉こども部理事お願いいたします。

はじめに、幼保一体化施設整備工事（建設工事）の進捗状況について報告します。

「幼保一体化施設整備工事（建設工事）の進捗状況」の現在の状況は、お手元のＡ４版の

資料のとおりですのでご覧ください。

６月議会において契約の承認を受けました「市立湖東幼稚園統合・幼保一体化施設整備

工事（建築工事）」につきまして、現在、基礎工事を完了し、鉄骨の組立てを行っていると

ころです。１１月初旬には組立てを完了する予定です。

なお、９月末時点での進捗率は１８．８％となっています。課題としては、特にありま

せん。

次に、蒲生幼稚園改築計画について説明させていただきます。現在の施設整備計画につ

いては今年度、見直し作業を進めています。その中で、蒲生幼稚園については、地区内の

待機児童に対応するため、民間優先の考え方を基本におきながら、保育園機能（５０名程

度）を併せ持つ幼保一体化施設として整備する方向で検討をしています。１２月補正での

提案を予定しておりますので、詳しい内容については、その時に改めて説明をさせていた

だきます。

以上です。

ありがとうございました。ここまでで何かご意見ご質問等ございませんか。



各委員

委員長

教育総務課長

委員長

各委員

委員長

幼児課長

委員長

各委員

委員長

教育総務課長

各担当課長

委員長

―意見なし―

無いようですので、それでは続きまして議案 第２７号「東近江市教育委員会表彰規定

の一部改正について」をお願いいたします。

第２７号「東近江市教育委員会表彰規定の一部改正について」

―資料にて説明―

功労賞における１０年以上社会教育関係功績者及び文化賞における文部科学大臣奨励

賞受賞者の表彰対象に団体を加えることとします。

今、説明のあった件について、ご意見ご質問ございませんか。

―意見なし―

それではこの件につきましては、ご承認を得たということで、議案第２７号は原案どお

り可決いたします。

それでは続きまして議案 第２８号「東近江市立幼稚園通園区域規則の一部を改正する

規則の制定について」をお願いいたします。

第２８号「東近江市立幼稚園通園区域規則の一部を改正する規則の制定について」

―資料にて説明―

当該開発分譲宅地については、林田町と大森町にまたがっていますが、自治会としては

分譲地全体が「御園地区」に属することとなるため、幼稚園園区についても八日市寺幼稚

園区とすることが適当と考えられることから、本議案を提出します。

ありがとうございました。何かご意見ご質問等ございませんか。

―意見なし―

それではこの件につきましては、ご承認を得たということで、議案第２８号は原案どお

り可決いたします。

引き続きまして、協議事項「平成２４年度教育委員会表彰の追加について」をお願いし

ます。この件につきましては推薦段階のため、非公開とさせていただきます。

協議事項「平成２４年度教育委員会表彰の追加について」

前回の定例会の表彰者の推薦から追加・変更がございましたので各担当課から説明いた

します。

―資料にて説明―

ありがとうございます。
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７名の方について、前回からの追加でこの方々を推薦してよろしいでしょうか。

―異議なし―

それではご承認を得たということで、この７名の方を表彰することとします。

今回承認を得ましたので表彰は４２人と６団体で合計４８表彰になります。１１月３日

に市政功労者・教育委員会表彰式典がございます。教育委員の方には当日お世話になりま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、その他の項目に移らせていただきます。

「平成２４年１２月議会提案予定案件について」お願いします。

「平成２４年１２月議会提案予定案件について」

―資料にて説明―

―資料にて説明

今の件につきまして、何かご意見ご質問ございますか。

―意見なし―

それでは各課報告に移らせていただきます。

まず教育総務課、お願いいたします。

（資料により説明 教育総務課～図書館)

ありがとうございました。

何かご意見、ご質問ございませんか。

小学校の外国語教育ですが、ＡＬＴを補充していただいて充実をしていくということで

すが、先日、能登川西小で電子黒板を使っての英語教育は音も出るのでとても楽しそうに

子ども達が授業を受けていました。そういうかたちで英語教育に子供たちが親しんでいけ

れば良いなと思います。

私のほうから一点、年度当初だったと思うのですが、探検の殿堂に教育研究所の事務所

を持っていくという話しをお聞きしたと思うのですが、現状はどのようになっています

か。

当初、探検の殿堂に教育研究所をという話しが出ておりまして、色々と調査をしていく

中で施設そのものが特殊な作り方がされておりまして、博物館というかたちの規定の中で

消防法、建築法のギリギリの配置をしています。特に２階につきましては、窓がないとい

う部分で認可の降りる規定の中で３０名が１０分から１５分で入れ替わる、そういう人の
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動き、動線で認可が下りています。そこを集会施設、長時間滞在する施設に置き換えます

と根本的に消防設備等で大幅な改修をしなければなりません。法をケアするだけでも概算

で４０００万円くらいの機材工事費が必要であることから、はたしてここが妥当であろう

かという検討の中、教育研究所とお話しさせていただいて、現状のままで活動いただくと

いうかたちで進めています。

先日、殿堂の学芸員の方とお話しする機会がありまして、探検の殿堂のマイナス２５℃

の施設が休止してお客さんが全く来なくなった状況で、今後、何の活動をするのかは出前

講座だというお話しでした。学校の授業の一環で博物館として利用するというのは非常に

良いことだということから、そこに教育研究所が来られて、殿堂の職員、学芸員と一緒に

話しをし、色々な活動をすることによって、色々な考え方が教育研究所でも出てくるので

はないかということで、是非、教育研究所にきていただく方向にと話しておられました。

ハード面で４０００万、５０００万かかるからやめるではなく、視点を変えて探検の殿

堂を使わなくても周辺にはコミセンも、支所も図書館もあります。その辺りをうまく利用

できないのでしょうか。探検の殿堂と教育研究所がタイアップしながら進めていくには良

いのではないかと話しておられたので、もう一度考え直していただくという方向にはなら

ないのかと思うのですが、所長はどう思われますか。

探検の殿堂に教育研究所が入るには構造上の問題、安全安心の面から少し難しいと思わ

れます。前年度末からお話はさせていただいておりますが、市の財政も考え、自分の立場

としては市の意向に沿ってと考えています。

今のお話は事務所だけを移転するということですか。

そうです。

委員長がおっしゃっているように連携という意味では事務所が一緒になることも大事

だと思うのですが、基本的には湖東から離れないという考え方の中で、もともとベースに

あった図書館であるとか探検の殿堂、あるいはコミセンという施設がありますので、そう

いう施設を有効に使いながら研修、もともとある探検、図書館の機能も有機的に使ってい

こうという考え方、その中で事務所がどこにあるのかということにおいては今のところ支

所のままのほうが利便性が高いのではないかという判断をさせていただいています。

ありがとうございます。

他に何かご意見ございませんか。

―意見なし―

それでは、次回の定例会ですが１１月２２日木曜日に開催いたしますので、よろしくお

願いいたします。

引き続き、１２月の予定ですが、２５日の火曜日に開催いたします。

これで本日の議題は全て終了いたしましたが、委員の皆様は少しお話をさせていただき



たいので、この後お残りいただきまして、これにて第１３回定例会を終了させていただき

ます。ありがとうございました。

会議終了 午後 ３時３０分


