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平成２５年第７回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２５年７月２４日（水） 午後３時４５分 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 図書館長 武藤 精藏

事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２１名

欠席者 教育研究所長 中野 正堂

会議概要

事務局 開会

委員長 皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いておりますが、ただ今は Mio びわこ滋賀の代表に

よる講演お疲れ様でした。サッカーというスポーツをツールに東近江市を元気にする一つ

の起爆剤となるよう今後の活躍に期待して、応援させていただきたいと思います。

さて、愛東地区のことですが、７月上旬には５、６年生を対象にコミセンを借りて通学

合宿が行われました。地元の食材をはじめ、地域の協力を得て実りのある体験をしてくれ

たと思います。また、前回定例会で教育長から話がありました中１ギャップ解消を視野に

入れた小中一貫教育の実践をできる環境づくりとして、子どもの現状を把握し課題を共有

して今後の方策につなげていければと、小中の校長先生のご提案をいただき、先生方とコ

ミセン館長、地域の代表の方々と私も入らせてもらい、会合を持つという運びになってい

ます。具体的な活動、実践に繋がればと思っています。

２０日から夏休みに入り子どもたちは楽しみにしていると思いますが、ケガや事故、事

件が無い楽しい夏休みにしてほしいと思います。学校の先生方も大変と思いますが、体調

管理に気をつけていただき、よろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、平成２５年第７回の定例会を始めさせていただきます。
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委 員

委員長

教育長

まず、６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、坂田委員、武田委員に後ほど署名をお願いいたし

ます。なお、今回の議事録署名人には、武田委員と谷川委員にお願いいたします。

それでは次第にしたがいまして報告をお願いします。

はじめに、教育長の報告からお願いいたします。

皆様こんにちは。お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。また、先程は講演

会にご参加いただきお疲れ様でございました。

まず振り返りますと、６月２７日には五個荘中学校の改築工事起工式にご出席いただき

ありがとうございました。また、２９日には湖東第３小学校の相撲大会が盛大に開催をさ

れ、谷川委員にもご出席をいただいたところです。

７月４日は、玉園中の改築工事の竣工式が行われました。当日には、校長先生が工事過

程などを写真で見せながら生徒たちお話をし、子どもたちも集中して聞いていたようでし

た。また、充実した施設となりましたので、昨日は、市議会福祉教育こども常任委員会の

皆さんにも視察していただきました。６日には、「第５回漢字の鉄人テスト鬼蜻蛉（おに

やんま）」で初代第１位に輝いた下尾さんから市の子どもたちに役立ててほしいと賞金１

５万円分の図書の寄贈を受け、目録をいただきました。また、同じ日に、「心身健やか」

の判じもんの大凧が今年度で終了するということで、新しい１００敷大凧作成ののりつけ

式に出席をしました。新しい判じもんは「縁あって繋がる」、これから３年間この判じも

んで揚げられます。また、２１日には、好天に恵まれた中でドラゴンカヌー大会が開催さ

れました。私も市議会議員互助会チームに入れていただいて船に乗り、思わぬ経験ができ

ました。

そして、委員長には、教育振興基本計画の策定業務にかかる業者決定プロポーザルの委

員をしていただきました。今後、生涯学習関係をはじめ多くの委員会等が開催されますの

で、いろいろご意見等をお聞かせいただければと思います

２点目でございますが、７月２日から８日にかけての４日間、人事評価にかかる校長に

対する当初面談を行いました。自己目標シートを事前に提出いただいておりますが、それ

をもとに学校経営や学校教育の管理、職員の管理監督等の説明を受け、私から助言をさせ

ていただきました。それぞれの学校の実情をしっかりと見極めながら、より良い学校経営

をしていこうという意欲を感じさせていただきました。

３点目、学校教育全般につきましては、１９日で１学期が終わりましたが、終業式は無

事終了したと報告を受けています。今日も教育研究所を中心に研修講座が行われています

が、いろんな課題に対応しての学校独自の研修もしていただいていると思います。子ども

たちにつきましては、羽目を外す、問題を起こしやすい時期でありますので、保護者はも

ちろんですが警察等と連携しながら、生徒の見守り、指導をしっかりとしていきたいと思

っております。

校内でもいじめ、体罰をはじめとした研修を行っていますが、国では「いじめ防止対策
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推進法」が６月２８日に公布されましたので、お手元に資料をお配りいたしております。

まだ文科省の基本方針は出ていませんが、何かが起きた時の学校の対応方法やアンケート

をとって保護者あるいは本人に公開するということも義務づけられているようでもあり

ますので、基本の部分を頭に入れつつ、国や県の方針を見極めて、市の方針を決めていか

ねばならない、今後の仕事と考えています。

いじめ・体罰については敏感に対応していかねばなりません。毎月報告をもらっていま

すが、４月から６月にかけていじめやその疑いが増加しています。小学校では、いじめ８

件、疑われるものが３６件、中学校ではいじめ８件、疑いが４８件と報告を受けています。

数字が上がっている方がより細かく見られていると評価する面もありますが、名古屋市で

中２の生徒が自殺した案件や長崎市でも小学６年生が自殺未遂で意識不明となっている

事案がございます。もう一つは、広島県での Line 上のやり取りから殺害に至るという事

件もあり、見ず知らずの者との交流など、情報の安全教育をきちんとしていく必要もあり

ます。それぞれの事案の中から学ぶ点がたくさんあると感じております。

現在中学校では中体連で頑張っていますが、今年度は近畿大会の会場が滋賀県でありま

すので、教員も手伝いをしながら忙しい日々を送っているところです。今日は小学校の地

区水泳がありましたが、屋外プールを会場としたところでは残念ながらできませんでし

た。あとは各校での水泳の記録を持ち寄っての記録会となります。

校長会議でのお願いですが、小中学校ともに自転車事故が６、７月と多くなってまいり

ました。中学校では登下校、特に朝練に行く時が多かったように思いますし、小学校につ

いては、帰宅後の事故が多かったように思いますので、安全教育の徹底をお願いしたとこ

ろです。さらに、公文書における引用文、校長コラムや先生への配布資料などで本の一部

をコピーして利用している場合等がありますが、そうしたときに出典を明らかにすること

や著作権の許諾をしっかり確認して著作権違反にならないように注意したところです。

いじめ防止対策推進法もふまえてですが、文部科学省の動きがいろいろと活発になって

きておりますので、注視していきたいと思います。１つは土曜授業に関する検討チームの

中間まとめが出されました。小中学校の空調設備整備も改築中の五個荘中学校を除いてこ

の夏で終わります。東近江市立学校管理規則第３条、学期をどうするかの検討の必要があ

るかもしれませんので、ご意見をいただければと思います。

もう１つは、全国の学力調査結果の公表のあり方の見直しも検討委員会で議論されてい

るようです。公表のあり方のアンケート調査がされると聞いています。どう個々の児童生

徒に結果を活かしていくのかが学校に求められます。当然、保護者や地域との信頼関係、

協力体制をいかに構築するかということが前提にあると思いますが、教育委員会もどうフ

ォローしていけるか、教師力の向上をどう図っていくのか、混乱が生じないようにどう対

応していくのか、そうしたことが課題となってくると思っています。

また、いじめ防止対策推進法のことと同時に、道徳の教科化も検討されていくかと思い

ますので、そのあたりも注視していかねばなりません。

いくつかの事案ですが、７月１２日夕方に五個荘図書館裏の職員駐車場で火遊びをして

いたとの報告が五個荘中学校にありました。まだ生徒の確認はできていませんので慎重に

調査中です。また、７月１３日～１５日の連休中に愛東中学校プールに監視台やみざら等

が放り込まれる事案があり、警察に警らをお願いしています。２３日夜中２時２９分には

蒲生北小のガラスを割られ侵入されたと警備会社の報告を受けています。被害は窓ガラス
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委員長

教育部長

委員長

健康福祉こど

も部理事

だけのようですが、夏休みに入っていろいろと出てきています。また、授業中あるいは成

績処理についての事案が２件ありましたが、後で報告させていただきます。

以上です。

ありがとうございました。ただ今の教育長の報告に対してのご意見、ご質問等ございま

すか。

夏休みになると、花火遊び等のトラブルもあります。夜遅くまで騒いだり、人に当たっ

たりと事故の原因にもなりますので、見守る大人の指導や注意が必要と思います。よろし

くお願いします。

何かありますでしょうか。無いようですので、次に教育部長から報告をお願いします。

私からは、義務教育施設の整備計画や現在考えております９月議会の主な案件の概要に

ついて報告させていただきます。細部については担当から説明いたしますが、まず義務教

育施設の整備計画につきましては、耐震補強に関しては、小学校は、布引小学校の耐震補

強の２年次が終わりますと、耐震補強が必要な施設整備は完了いたしますし、中学校は五

個荘中学校の改築が終了しますと完了します。

また、空調設備につきましては、小学校は夏休み中にすべて完了する予定ですし、中学

校で残る湖東中学校の特別教室棟につきましても、今年度中に工事を終了する計画です。

今後も必要な改修等につきまして、一定の整備基準に沿いながら、計画的に進めてまいり

たいと考えております。

教育振興基本計画につきましては、委員さんも決定し、８月７日に第１回の策定員会を

開催し、検討を始めていただく予定となっております。

９月議会の案件ですが、現在考えております主な案件につきましては、能登川支所の改

修に併せましてコミュニティセンターを併設する関係で、駐車場用地を確保するための準

備を始めたいと考えております。

また、てんびんの里文化学習センターに美術館機能を付加するための改修の基本計画の

策定や条例関係では、高屋集会所の廃止条例、体育施設関係の条例改正や船岡中学校の解

体工事に伴う工事変更契約などを予定しております。

なお、すべて固まりましたら８月の定例教育委員会でご説明させていただきます。

以上、報告とさせていただきます。

ありがとうございます。続いて健康福祉こども部理事から報告をお願いします。

私からは２点、報告とお願いをさせていただきます。

まず１点目は、先の６月議会で、子ども子育て会議条例が成立しましたので、今後のス

ケジュール等について、ご報告申し上げます。

この子ども子育て会議は、平成２７年度から５年間を計画期間とする本市の子ども子育

て支援事業計画についてご審議願うものです。この事業計画は、現行の次世代育成支援対

策地域行動計画を引き継ぐものと位置づけられていますので、委員につきましては、次世

代育成支援対策推進協議会を基本とし、保護者や子育てに関する事業者など４名を追加

し、計２０名でスタートする予定です。委員の任期は２年間です。第１回会議につきまし
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委員長

文化財課長

委員長

委員長

生涯学習課長

ては、来月８月８日午後から開催する予定です。

今年度は会議を４回予定しており、１０月にニーズ調査を、１１月には子ども子育て関

係団体などへの聞き取り調査をそれぞれ実施し、今年度中に事業計画の骨子（案）をとり

まとめたいと考えております。来年度につきましても引き続き会議を開催し、9 月頃には、

事業計画の最終答申をいただきたいと考えています。今後とも、会議の内容につきまして

は、適宜、ご報告させていただく予定をしております。

なお、今回の事業計画策定にあたりましては、今後の幼児施設の整備計画とも密接に関

連することから、昨年から協議を始めています平田、御園地区をはじめ、今後は、中野、

愛東、永源寺地区等につきましても、適宜、自治会連合会などのご意見を、お聞きしてい

きたいと考えています。

子ども子育て会議の委員としまして、教育委員会からは坂田委員がご就任いただけると

伺っております。どうぞよろしくお願いいたします。第１回会議日程につきまして、学校・

園管理職夏季研修会の日程と重なり大変恐縮ですが、ご出席いただきますよう、よろしく

お願いいたします。

また、今日まで次世代育成支援対策推進協議会の委員としてご就任いただいておりまし

た川副委員には大変お世話になりました。この場をお借りしまして厚くお礼申し上げま

す。今後ともご助言ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

２点目は、湖東の幼保一体化施設の竣工式についてです。後で担当課長からも説明があ

りますが、来月８月２９日、午前１０時から竣工式を予定しております。教育委員さんに

は後日あらためてご案内させていただきますので、ご臨席賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。

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、ご質問等ございますか。

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１６号東近江市文化的景観保存活用委員会設置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―

ただ今の議案について、ご意見ご質問はございませんか。

無いようですので、ご承認いただいたということで、議案第１６号については原案どお

り可決といたします。

続きまして協議事項に移ります。平成２５年９月議会上程案件について、説明をお願い

します。

―資料により説明―

・能登川支所、コミュニティセンター整備に伴う駐車場用地購入について

・てんびんの里文化学習センター博物館構想について
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委員長

生涯学習課長

委員長

武田委員

生涯学習課長

武田委員

生涯学習課長

武田委員

生涯学習課長

武田委員

生涯学習課長

武田委員

生涯学習課長

学習センターのアートスタジオやミュージックスタジオなどは、普段よく使われている

のですか。

アートスタジオは陶芸の部屋で、１グループだけ使っている状況です。五個荘地区には

他に能力開発センターに窯があるということで、場合によっては集約することも考えらま

すので、利用者への影響は少ないと思われます。また、メディアルームもあまり利用はさ

れておりません。会議等で利用もあるようですが、コミュニティセンターもございますの

で、使い分けはできると考えます。他の部屋につきましてもそう影響の無い利用状況と聞

いております。

わかりました。他にありませんか。

能登川コミュニティセンターの整備で、６００席のホールを増築されるということです

が、これはコミュニティセンターの指定管理に伴う整備の中でホールを設けるという計画

があったわけですか。

指定管理に伴うものではありません。能登川地区には今のコミュニティセンターに

４００人程度入れる多目的ホールがあります。旧町のどこにもその程度のホールがありま

すので、新たにつくるということで６００席程度、席を収納すればフラットとなる可動席

によるホールを考えています。

指定管理に伴って地元の整備要望があったわけではないのですか。

ではありませんが、席数に関しては１０００席という要望もありました。

６００席でもかなり大きですね。てんびんの里文化学習センターよりかなり大きい。

五個荘コミュニティセンターは４００席の固定席。４００～５００席という思いはあり

ましたが、地元の大きなものをとの要望もあり、６００席というところに落ち着いたとい

うことです。

やわらぎホールはそのままですか。

やわらぎホールは老朽化もあまりしていませんし、耐震もできている状況です。フロア

が畳とカーペットで使い道が限られていますので、現状のままの利用を考えています。

公の施設改革でいろいろとさわっている中で、ホールが２つあるようなイメージはどう

かとも思いますが。もう１点、用地購入は２ヵ所で３０００㎡ですか。それで何台車が置

けるのですか。

２ヵ所、６筆あわせて３０００㎡で、車は約１００台分確保できると想定しています。
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委員長

生涯学習課長

委員長

生涯学習課長

委員長

スポーツ課長

委員長

次長（生涯学習･

スポーツ･文化財担当）

委員長

谷川委員

次長（生涯学習･

スポーツ･文化財担当）

委員長

幼児課長

委員長

それでも全体で３５０台ぐらいです。

あまり、やわらぎホールに行く機会がないですね。

ステージが低く、フロアもそういう状態ですので、講演や発表会などには利用しにくい

施設です。ヨガや小さい子どもが利用されるイベントとかにはいいのですが。

食事はできるのですか。

飲食はできます。

わかりました。ほかにご質問ありませんか。よろしいでしょうか。

では次の説明をお願いします。

―資料により説明―

・東近江市立学校体育施設開放条例の一部を改正する条例案の概要について

・東近江市立体育施設開放条例の一部を改正する条例案の概要について

ありがとうございます。この件についてご意見ご質問はございますか。

無いようですので、次をお願いします。

―資料により説明―

・東近江市高屋集会所条例を廃止する条例案の概要について

この件についてご意見ご質問はございますか。

建物は、そのまま残すということですか。

地元の意見も伺い、普通財産となりますので管財課や財政課と協議を行わねばなりませ

んが、古い建物でもありますので解体の方向になると思われます。

他にご質問等ありますか。

無いようですので、続きまして市立幼稚園通園区域規則の一部改正について説明をお願

いします。

―資料により説明―

ありがとうございます。この件についてご意見ご質問はございますか。

無いようですので、続きまして報告事項に移ります。まず、東近江市教育振興基本計画

策定委員会委員の委嘱について、説明をお願いします。
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教育総務課長

委員長

次長（学校施

設担当）

委員長

坂田委員

次長（学校施

設担当）

武田委員

次長（学校施

設担当）

委員長

次長（学校施

設担当）

委員長

次長（学校施

設担当）

谷川委員

―資料により説明―

説明がございましたが、ご意見ご質問ありますか。

無いようですので、義務教育施設整備計画について説明をお願いします。

―資料により説明―

この件について、ご意見ご質問ありますか。

同じ時期に改修しても使い方によって傷み具合も大きく変わってきますね。以前改修し

た学校で、校長先生が使用について厳しく言われたので、使いにくくて困ったということ

もありましたが。

ここに挙がっているのは、年数を基準にしているわけですね。結局、同じ時期に改修が

巡ってくるということになりますよね。

２５年４月１日現在で、建築後４５年、２５年経過を整備基準として示しています。具

体的な個所については、それぞれの状況を見て行います。確かに同じ時期に傷んでくると

いうことで、これだけの施設数ですので順繰りで直していくことになります。

湖東の学校給食センターが下水道の関係で遅れると聞きましたが、給食の計画に問題が

起こることはないのですか。

給食提供に問題はありませんが、例えば、五個荘中学校へ配送している五個荘学校給食

センターから湖東学校給食センターへの移行が１学期間遅れるのと自校方式の所をその

分長く残すことになりますし、配置する人員、体制の話はつめねばなりません。

建物もたくさんあって現場も多くありますが、改修や新築で、その時期、時期のデザイ

ンなど、東近江市として何か基準を持って取り組んでいるのか、時代の流れを重視してい

るのかどうですか。

東近江市としてこんな個性にという基準はありませんが、色などは学校と協議したりし

ています。市長は木造でと言われますが、文科省の基準やお金の問題もあります。

地場の木材をふんだんに使って、あたたかさの感じられる校舎にという意見もあると思

います。

湖東第３小学校は今年改修しますが、木材の腰板をはって温もりのある施設にしようと

思っています。

森林組合からたくさん出る間伐材を使ってほしいという要望も出されていると聞いて

いるので、ぜひ活用してほしいと思います。



- 9 -

委員長

文化財課長

委員長

各課担当者

委員長

谷川委員

教育長

委員長

他にどうですか。よろしいでしょうか。

では続きまして、東近江市伝統的建造物群保存地区審議会委員の委嘱について説明をお

願いします。

―資料により説明―

この件についてご意見等ありますでしょうか。

無いようですので、その他に移ります。各課からの報告をお願いします

―資料または口頭により説明―

教育総務課…教育しがについて

学校教育課…学校教育課だより、学校園管理職研修会、

小学校運動会、中学校体育祭の日程、子どもの事件事故について

生涯学習課…事業報告・計画、やまの子キャンプについて

文化財課 …重要伝統的建造物群選定１５周年記念事業について

図書館 …図書館協議会、事業報告・計画について

幼児施設課…議会議決工事進捗状況の報告について

学校給食センター…親子ふれあい料理教室、学校給食運営委員会について

幼児課 …幼稚園入園申込み、八日市野幼稚園定員、湖東幼稚園給食費

湖東幼保一体化施設の総称について

子どもの事件事故のお話がありましたが、愛東地区でサルが出没して対策に苦慮してい

ると聞いています。子どもたちに危害が無いようにと願っています。

では、これですべての案件が終了いたしましたが、改めて何かございませんでしょうか。

１点情報提供です。生涯学習の事業計画にもありますが、８月３日からコトナリエが開

催されます。今年は１０周年ということで、コトナリエ鶴の詩プロジェクトで交流をして

います宮城県山元町から８月２日に子ども約１０名を含む総勢２７名が湖東に来られま

す。また、３～４日に開かれる菜の花学会に福島県の南相馬市と須賀川市からも子どもた

ちが来るということで、交流を深めようと２日夜に湖東コミセンの別館を利用して宿泊の

交流会を計画しています。ぜひ見に来ていただければと思います。菜の花学会では、コト

ナリエの事例発表を私がしますので、こちらもお時間が許せばのぞいてください。

被災地との交流ということで、８月６日～８日に五個荘中学校の生徒が交流を続けてい

る福島県釜石市の中学校を訪問する予定です。生徒会役員や希望生徒３８人と保護者、教

師がバスで訪れ交流をします。６日朝出発してホテル１泊、７日は学校や市役所を訪問し、

帰りはバス車中泊という厳しい日程ですが。

ありがとうございました。他にありませんか。

では、次回定例会の日程は８月２２日（木）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、８月５日（月）午前中には、やまの子キャンプの激励に伺いたいと思
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教育総務課主

幹

委員長

います。１０時に永源寺支所前を出発しますのでよろしくお願いします。午後１時３０分

からは教科書選定にかかる臨時教育委員会を開催させていただきますので、引き続きお願

いいたします。９月定例会ですが、９月２４日（火）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―

それでは、以上で平成２５年第７回教育委員会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。お疲れ様でした。

会議終了 午後５時３５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


