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平成２５年第５回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２５年５月２４日（金） 午後２時開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 教育委員長 川副 美知子 委員長職務代理者 武田 善勝

教育委員 谷川 裕一 教育委員 坂田 正幸

教育長 市川 純代 教育部長 枩藤 豊

健康福祉こども部理事 加藤 徳夫 次長 藤田 善久

次長（学校施設担当） 清水 宗彦 次長（学校教育担当） 中村 隆秀

次長（生涯学習・スポーツ・文化財担当） 村田 洋一 教育総務課長 野神 浩司

生涯学習課長 清水 保 スポーツ課長 今若 忠司

文化財課長 山本 一博 学校給食センター所長 辻 平

人権課長 森本 雅夫 幼児課長 藤原 真弓

幼児施設課長 杉村 彰信 教育研究所長 中野 正堂

図書館長 武藤 精藏 事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２２名

会議概要

事務局 開会

委員長 第５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、教育委員様はじめ管理職

の皆様方にはお忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。ここ数日は、晴天が続

き気温も高く夏を思わすような天候でございますが、樹木や水田の緑が目に美しく、時折

吹く風もさわやかな良い時期です。５月１３日からはクールビズということですので、軽

やかな服装で気分も爽やか仕事に励んでいただきたいと思います。

さて、皆様方には５月に入り大型連休の明けから、今年で５回目を迎えましたミニ大凧

作りに多くの方々のご参加をいただきありがとうございました。おかげさまで立派な凧に

仕上がりました。２６日はきっと良い天候になると思いますので、空高く飛揚いたしまし

て教育委員会のＰＲが十分できますよう最後までよろしくお願いいたします。

私事ですが、先日てんびんの里ふれあいウォーキングに参加し頑張って５㎞を歩いてき

ました。運動不足で体重も気になってきましたので参加したのですが、テレビで世界一長

寿の女性の秘訣は、よく歩くこと、食事の時はよく噛むことと言っていました。私も心が

けていきたいなと思っています。

学校では、この時期は検診や家庭訪問、修学旅行、春季総体など本当に多くの行事を行

っていただいております。私もいつもこの時期は、歯科検診のアシスタントとして学校へ

寄せていただきますが、先生方は大変だと思っています。近頃は、６月に運動会を実施さ



- 2 -

委員

委員長

教育長

れる学校も増えてきました。９月よりもこの時期の方が練習もしやすいのかもしれません

が、１年生など慣れない子ども達をカバーして先生方はよく頑張っていただいております

ので、十分なされていると思いますが、より現場をしっかり支える教育委員会であります

ようお願いいたします。

それでは、平成２５年第５回の定例会を始めさせていただきます。

まず、４月の定例会の議事録の承認でございますが、予め事務局から配布をされたもの

を熟読いただいていると思いますが、ご異議はございませんでしょうか。

― 異議なし －

ご異議も無いようでございますので、武田委員、谷川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、谷川委員と坂田委員にお願いいたしま

す。

それでは次第に従いまして、報告事項に移らせていただきます。

まず、教育長の報告からお願いいたします。

皆様こんにちは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

さて、５月７日には市長との懇談会に委員の皆様には湖東支所にお集まりいただきあり

がとうございました。来る５月２７日には、蒲生西小学校で電子黒板を使った授業の視察

に市長に来ていただく予定となっております。

また、５月７日から１４日にかけましてはミニ大凧づくりにご参加いただきありがとう

ございました。判じもんは短い方がいいとアドバイスをもらいましたので、「資質を磨い

て人づくり」と最初の判じもんから少し簡略化させていただきました。ご了承をお願いい

たします。

５月１６日には滋賀県都市連協の総会がありました。昨年度東近江市が会長ということ

で、最後となる理事会の進行を川副委員長にしていただきました。次は甲賀市になります。

また私は、４月２５日、２６日に草津市で行われました近畿都市教育長協議会総会で甲賀

市の教育長にバトンパスをいたしまして、近畿の関係は終わりました。今月末２９日から

３１日には、北海道の旭川市で全国都市教育長協議会総会が行われますが、そこで全国の

役職もバトンパスしてきます。いろいろご協力をいただきありがとうございました。

学校関係では、５月２２日に東近江市と近江八幡市、竜王町、日野町の２市２町で構成

します第３地区の教科書用図書選定審議会に委員長と一緒に出席いたしました。附則第９

条本といいますが、昨年と今年は特別支援学級用の図書を選定します。来年は小学生用図

書を選定し直しますが、今後専門委員会にお願いしながら選定を進めていいただきます。

また、今日１時半からは本市の特別支援教育推進協議会に出席しました。特別支援学級

あるいは特別支援学校への就学がどうであるかを審議していただく場が動き出しました。

２４年度には１７０名の子ども達の就学先をご審議いただきましたが、現在は１５０名の

子ども達が審議の対象となっています。恐らく今後増えていく可能性がありますので、昨

年と同数程度になろうと思っています。

今日の１１時には、東近江市の指定無形文化財「江州音頭」の保持者であります真鍮家

文好さんから江州音頭のＣＤを１００枚ご寄贈いただきました。小学校や幼稚園、コミセ
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委員長

教育部長

ン、図書館等に配布する予定です。

５月に入って第１回目の人事訪問が始まり、３１校中１１校が済みました。行事や県教

職員課の都合もあり６月末まで長期にわたって続きます。今年は人事主事ではなく主査の

訪問となりました。それぞれの学校で授業を全部見せてもらっていますし、子どもたちや

先生の様子、子どもの在籍状況、それから次年度に向けて退職者や確実に異動対象となる

先生の状況、また、子どもが今後５年先どう推移していくのか、特別支援学級籍の児童生

徒も同じですが、全て学級数の増減にかかわり、ひいては教職員の採用にかかわるという

ことで、今の時期に県としても把握されます。

あと校長会・教頭会での学校への指示事項です。１点目は、４月から５月の連休あたり

まで先生の事故が多くありました。２か月ほど入院となった先生もいらっしゃいます。さ

らに学校関係の市職員、労務員さん等の事故もあり、教職員の服務、綱紀粛正についての

徹底を申しあげました。交通事故のこと、体罰のこと、これは県が昨年末マニュアルを出

していますので、それに基づき定期的に研修をするようお願いをいたしました。特に、い

じめの予兆に敏感になること、飲酒運転の禁止、敷地内禁煙の徹底も指示をいたしました。

そして、教頭会で特に申しましたのが、地域の方からの苦情というか意見が教育委員会

に入ったので調べると、先生の言葉遣いなどの対応に端を発したトラブルでした。相手が

子どもで自分が優位な位置にいると無意識に勘違いしている言動があるのではないか、現

場で指導してほしいと申しました。地域には学校を支援していただいている方がたくさん

いますので、感謝の気持ちを持って対応してほしいと思います。新たに赴任されたり、昇

任された校長や教頭もいますが、教頭は渉外担当として動くことも多いですし、校長も当

然ですが、そうした気持ちで動いてほしいと申しました。どの地域もオラが学校という意

識があります。強い味方、資源です。学校支援地域本部事業もありますし、まち協やコミ

センとの連携の中で学校も行事や事業を進めてもらっていることもあるので、良い関係を

構築するよう指示をいたしました。

以上でございます。

ありがとうございました。教育長の報告に対して何かご意見、ご質問がございますか。

無いようですので、それでは教育部長から報告をお願いします

私からは平成２５年度６月補正予算、肉付け予算と言われるものですが、その説明をさ

せていただきます。詳細につきましては、後程それぞれ担当が説明をいたします。

６月肉付け予算は、２１億４千万円でございます。当初と合わせて約４３９億７０００

万円、前年比５億８０００万円の減ですが、２４年度前倒し分を含めると４７０億５５４

万円と東近江市になってから最高の予算額となっています。

教育費につきましては、５２億９８４９万６千円、今回補正額として４億８４００万円

を見込んでいます。この中には幼稚園施設整備等も入っています。教育部の主なものでは、

電子黒板ＩＣＴの予算が３年間の債務負担行為として、今年度を手始めに３年間１億５千

万円見てもらっていますので、３年間で各小中学校に整備をしていきます。全体で１８億

程減っていますが、３月補正分を合わせますと前年と同規模の予算となっています。

今回、地域の元気臨時交付金という国の交付金が、東近江市で１０億６千万程積算され

ています。７億円は６月補正の財源として、３億円を当初予算の財源に充当していますの
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委員長

健康福祉こど

も部理事

で、基金からの繰入金が減って、財源的には助かっているという状況です。

もう１点、５月１４日から１６日まで福祉教育こども常任委員会の行政視察に同行して

きました。神奈川県小田原市と千葉県市川市、そして静岡県富士宮市の３カ所でしたが、

小田原市と富士宮市は福祉関係の定期巡回や在宅介護の取り組みの視察をし、市川市で

は、教育センターを訪問し学校図書館の支援センターを視察しました。

教育センターは東近江市の教育研究所のような役割を担う機関で、その中で学校図書館

支援センターとして事業を展開しています。公共図書館と全ての幼稚園、小中学校がネッ

トワーク化され、検索や本の貸し出し等がコンピュータでできるようになっています。ま

た、平成４年から市内５５全ての小中学校に常勤の学校司書と非常勤の学校図書館員の配

置が完了しています。昭和５４年から平成４年にかけて配置が完了したということです

が、５５校全てに学校司書と図書館員両方いるわけではなく、非常勤で週２、３日程度、

年間１２５日勤務という学校図書館員が、学校司書が配置されていない学校に配置されて

いるという状況です。司書教諭につきましては、平成１０年から平成１５年の５年間で配

置が完了しているということです。公共図書館もネットワークも一部ということで、公共

図書館を中心に司書を派遣している本市の状況と少し異なっています。

また、保護者ボランティアや地域ボランティアにつきましては、市内に読書サークルが

１００近く有り、非常に協力体制ができています。市川市は旧八日市程度の面積でそうは

大きくありません。その中で５５校ですので密度も高いのですが、１００というのはすご

い数だと思いました。

学校図書館の成果指標をどう見るかでは、図書館を活用した授業単元数で議会等に説明

しているということで、それが成果指標の一つと言えるとのことでした。４つの小学校に

学校図書館と市民図書館が別々の部屋ですが併設しており、愛東図書室程度のそう大きく

ない市民図書館で、水・土・日の週３日開館しています。

市川市は交付税の不交付団体、隣の浦安もそうですが財源的に裕福です。昭和２５年に

最初の公共図書館が開館して長い経過の中で充実してきたと言えますが、システム的には

見習うべきところが多いと思いました。ぜひ図書館現場も視察してもらうことも有効かと

思いました。以上です。

ありがとうございます。つづいて健康福祉こども部理事からの報告をお願いします。

私からは、２点報告させていただきます。

１点目は、６月議会への提案内容に関してです。後で担当課長から個別に説明をさせて

いただきますが、補正予算関係では愛東北幼稚園の駐車場整備などの案件、条例関係では

子ども・子育て会議の案件があります。また、工事請負契約の締結案件が２件あり、内１

件が八日市野幼稚園・つつじ保育園一体化施設の整備工事の請負契約になります。今年度

中に園舎部分は工事を完了し、野幼稚園につきましては平成２６年４月から新たに３歳児

を受け入れることとなります。つつじ保育園の移転は駐車場整備後の９月からの予定で

す。開会日の６日に議決承認をいただきましたら、正式に案内させていただきますが、６

月１１日１０時から起工式を予定しております。その節には教育委員長様にご臨席賜りた

く、よろしくお願いしたします。

２点目は、幼稚園・保育園・学童保育所の整備計画についてです。これにつきましては、
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委員長

教育総務課長

委員長

武田委員

教育総務課長

武田委員

教育総務課長

委員長

各課報告で担当課長から説明させていただきますが、平成２５年度から２９年度までの施

設整備について、現時点での考え方を整理し、５月の市議会福祉教育こども常任委員会協

議会に報告したところです。現在、平成２６年度までの施設整備計画に基づき順次整備を

進めていますが、昨年度、その他の施設も含め計画の見直し作業を進めていましたところ、

平成２４年８月に子ども・子育て支援法が成立し、早ければ平成２７年度から子ども子育

て支援の新制度が本格施行することとなりました。これを受け、本市におきましても今年

度、子ども・子育て会議を設置し、地域のニーズに見合った保育サービスを提供するため

の事業計画を平成２６年度半ばまでに策定していくこととなります。つきましては、今後

の施設整備についても、この事業計画とセットで検討することとなりますので、現時点に

おける整備の考え方について整理したものです。以上です。

ありがとうございます。部長、理事から報告がありましたが、ご質問等ありませんでし

ょうか。

無いようですので、続いて議案の審議にうつります。

議案第１２号東近江市教育振興基本計画策定委員会要綱の制定について、担当者から説

明をお願いします。

―資料により説明―

ご質問はございませんか。

今までの基本計画はあるのでしょうか。また、市にさまざまな計画がある中、この計画

の位置づけはどうなっていますか。

平成２０年度、国で教育振興基本計画が策定され、それに基づいて各県でも基本計画が

策定されております。市町においては、策定は努力義務となっていまして、これまで総合

発展計画で書かれていることで代用していたのですが、昨今教育を巡る様々な課題がある

中、ここ数年策定が進み、滋賀県で制定できていない市が３市程になりました。本市とい

たしましても、いじめなど課題が多い中、きちっとした計画をもちそれに基づき進めてい

きたいということで、今回予算を計上し認めていただいたところです。教育委員会の中に

も人づくりプランなどもありますが、その基になるのが教育振興基本計画でございます。

国の指導に基づいて計画を立てるわけですが、市の総合発展計画のような教育面での基

本計画とのことですので、幾つも計画がある中、計画倒れにならないよう十分に委員会で

審議していただき、中身のある計画を立てていただきたいと思います。

学校教育課と生涯学習課でそれぞれ策定しました人づくりプランが今年度見直しにな

りますので、振興基本計画策定とあわせて、バランスのとれたものにしていきたいと思い

ます。

メンバーの人選を十分よろしくお願いします。
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次長（学校施

設担当）

委員長

武田委員

次長（学校施

設担当）

武田委員

教育長

委員長

武田委員

次長（学校施

設担当）

委員長

次長（学校施

設担当）

他にご意見、ご質問等ございませんか。

無いようですので、では、ご承認いただいたということで、議案第１２号については可

決といたします。

引き続きその他に移ります。６月東近江市議会提出議案について、担当から説明をお願

いします。

―資料により説明―

学校施設課

説明がございましたが、ご意見ご質問ありますか。

八日市北、蒲生東、市原小の便所改修で洋式化とありますが、どの程度されるのでしょ

うか。全部洋式ですか。

基本的には洋式化を進めていますが、学校と協議して１つぐらいは和式を残すつもりで

います。それとスリッパをはき替えなくてもいいようなトイレにしていきたいと思ってい

ます。

市内の学校のトイレは洋式化というのが整備の方向ですか。

学校のトイレ整備については、男女の入り口を分けること。そして洋式化を進めるとい

う方向です。ただ学校と相談して和式を残すということもあります。

改築された学校は、今の生活様式にあったトイレになっていますが、耐震がなされてい

るがために改修されない学校では、トイレの洋式化ができない、老朽化したままというこ

とになります。生活の基本となるトイレについては、一定基準を設けて快適なものにして

いこうという市の方針に則って進めています。体育館など一般の方が使われる所などは多

目的トイレとなっています。

トイレが汚いと心もすさむと言われますし、よろしくお願いします。

能登川中学校テニスコートの用地面積はどれくらいですか。結構な額ですが。

１５００㎡で１人の地権者です。鑑定もしましたがそれよりだいぶ安い額です。三方道

路に面していて、これまでよく無償で貸してもらっていたなと思う土地です。能登川中学

校に隣接している土地は他にありません。

地権者も市に買ってもらった方が良いという思いもあったのではないでしょうか。

そのとおりです。５０００万円は収用にかかり有利ですし、使途もはっきりして安心い

ただいていると思います。
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坂田委員

次長（学校施

設担当）

委員長

各課担当者

委員長

谷川委員

生涯学習課長

谷川委員

生涯学習課長

武田委員

次長（学校教

育担当）

教育長

武田委員

次長（学校施

設担当）

事業名に便所という言葉が使われていますが、公式的に使わなければならないのでしょ

うか。きれいにしていこうという中で「トイレ」とした方がイメージ的にも良いようにも

思いますが。

ご指摘ありがとうございます。確認します。

他に何かありませんか。よろしいでしょうか。では続いてお願いします。

―資料により説明―

学校教育課～生涯学習課～スポーツ課～文化財課

ここまでで、ご意見ご質問ありますか。

コミュニティセンターの耐震が今回の３カ所で全て終わるとありますが、湖東コミセン

もできているのでしょうか。２６・７年頃に耐震工事があると聞いたのですが。

湖東コミセンは２４年度の２次診断で耐震できているとの結果を見ていますので、改修

予定はありません。

中庭のタイルがはがれたりかなり老朽化していますが、近々改修が入るので指定管理料

でさわるのはもったいないという話で聞いていました。

耐震補強工事で一緒にということにはなりません。各施設に１０月頃改修要望を伺いま

すますので、そこであげてもらうことになります。

いじめ対応で２名のサポーターが配置されるとなっていますが、予算２４万円でどう動

くのでしょうか。その額では専門的な方は難しいと思いますが。

６時間で週２回、３５週勤務いただき、時給千円、交通費を含め計算しています。学校

教育を経験された方という思いです。まだ県から具体的に内容を示されていません。

専門的というより子どもとのかかわりを持つということで、退職された方の活用という

ことも視野に入れてかと思います。

現場をわからないといけませんし、人材が集まるのかどうかが課題ですね。

説明にはなかったのですが、学校グラウンドの芝生化は市長も思いを持っておられると

聞いていますが、どういう状況ですか。

もともとは箕作小が新たに建ち、周辺にグラウンドの砂塵被害が出て防砂ネット等で対

応しきれないという状況の中で砂塵対策として検討してきました。学校でも先進地視察を

して勉強してもらい、芝生化により外で遊ぶ時間も増え、子どもたちが活発になったとの
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委員長

次長（学校施

設担当）

委員長

谷川委員

次長

教育長

次長

谷川委員

教育長

次長

委員長

話も聞いています。問題は２点、維持管理体制をどうするかと学校開放で利用されるスポ

ーツ団体、具体的には少年野球との調整です。１２月議会にも質問が出ました。小椋市長

は砂塵対策というより教育観点からの意向であり、学校や関係者と調整を図っています。

来年６月頃にモデルとして箕作小で芝生化を図りたいという思いで進めています。そのた

めのスプリンクラーの設計予算について、今回６月補正に計上しているところです。

私たちも以前に安土の学校を見学し説明も受けました。芝生は補助でもらえると聞きま

したが、地域が協力的でないと先生だけでは大変ですし、いろんな条件をそろえて進めて

いかれているということでした。

先生にこれ以上負担をというのは無理があり、地域のボランティアの協力をお願いしな

ければなりません。市も近江八幡市に視察に行き、現場の先生の声も聞いて勉強していま

す。今年は準備調整期間と考えているところです。

議員さんでも話題になっていると聞いています。モデルが成功事例となると市内で広が

る動きになるのか見極めながらということでしょうか。

市長は多少雑草があってもいいとおっしゃっている。

市長は市内２３全ての小学校でという思いのようです。日本人は芝というとどうしても

ゴルフ場のグリーンをイメージされますが、もう少しラフな感じと思っていただきたいと

思います。

安土では犬の糞で困られていました。そこがはげるそうです。少年野球については、学

校以外の場所でできるようですが、箕作小は少年野球の声も伺いダイヤモンドの部分を避

けて配置しようと検討しています。

数年前は、野球のことと維持管理で難しいと思っていましたが、先進事例を聞くとスプ

リンクラーを設置すると意外と管理に手間かからないということでした。乗用芝刈機で十

分まわれ、芝は強いので多少はげても対応ができるようですし、大きな目で見てやること

が大切ではないかと思います。養生期間も大して設けなくても大丈夫のようで、芝生を守

るために使わなければ本末転倒です。どこまで使えばどうなるのかを考えながら利用すれ

ば良いのではないかと思っています

この話は各学校に言っているのですか。やりたい学校もあると思いますが。

まだ聞いていません。

モデル校をすれば希望は出てくると思います。中学校までは無理かと思いますが。

他にご質問、ご意見等ありませんか。無いようでしたら次をお願いします。
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各課担当者

委員長

幼児課長

委員長

委員長

幼児施設課長

委員長

各課担当者

委員長

武田委員

スポーツ課長

幼児施設課長

委員長

教育総務課主

幹

―資料により説明―

幼児課～幼児施設課

子育てに関して多様な選択ができるということですね。

その通りです。私たちは選択肢を増やすことが仕事かと思います。

２７年４月ですか、十分説明できるよう準備してください。

愛東北幼稚園駐車場の場所はどこですか。

火事で焼失し空き地となっていた場所６００㎡をご寄付いただきました。寄附頂いた方

は今年の功労者として推薦する予定です

よろしいでしょうか。

それでは、各課からの報告に移ります

―資料にて説明―

教育総務課～幼児施設課

各課からの報告を終えましたが、ご意見ご質問等ありませんか

スポーツ課から報告がありましたＭｉｏびわこ滋賀のＪ３加盟推薦のことですが、Ｊ３

というと財政基盤も重要な基準となると思いますが、支援の中に球団への資金援助はある

のでしょうか。

また、幼児施設課で八日市北部学童を子どもの家にすると説明がありましたが、民設民

営から公設民営ということで現在の運営はどうなっているのでしょうか。

資金援助は今のところはありません。

施設を運営されている方が高齢でもあり、あと２、３年で終わりたいというお話もあり

ましたので検討の結果、場所を移して公設での新設となりました。

よろしいでしょうか。

ではこれですべての案件を終了させていただきます。

なお、次回定例会の日程は６月２５日（火）午後２時からとなりますので、よろしくお

願いします。また、７月定例会ですが、７月２４日（水）ということでご予定をお願いい

たします。あと連絡事項をお願いします。

当面の日程説明
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委員長 それでは、以上で平成２５年第５回教育委員定例会を終わります。

長時間にわたりましてありがとうございました。

会議終了 午後 ４時３０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


