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平成２５年第１１回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２５年１１月２２日（木） 午後３時３０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

教育部長 枩藤 豊 健康福祉こども部理事 加藤 徳夫

教育部次長 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

説明員（生涯学習課参事） 今宿 弘子 説明員（生涯学習課主幹） 林 純

事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２３名

欠席者 教育長 市川 純代

事務局 開会

委員長

委員長

皆さんこんにちは。

１１月に入ってからは朝夕冷え込みも厳しくなって、いよいよ冬支度の時期となってま

いりました。寒暖差も大きく体調を崩し、風邪をひかれている方も多いと思いますが、紅

葉は今が見ごろで、今月末まで永源寺のライトアップもされているとのことですので、温

かい恰好をして一度見に行こうかと思っています。

本日定例会前には、博物館基本構想にあたっての施設の視察を行ってまいりました。施

設の特徴を活かして運営されてきた博物館や資料館ですが、今後は包括的な方針を立て

て、さらに特色を持たせ、より魅力的な館運営や利用につなげられれば、すばらしいこと

だと思います。

私たちのまちには、根づいてきた歴史や文化の伝承がございます。それらを身近に学べ

る施設の充実は、市民の皆さん、特に子どもたちに関心を与えるものと期待するものです。

それでは、ただ今から平成２５年第１１回の定例会を始めさせていただきます。

まず、１０月定例会会議録の承認についてでありますが、あらかじめ事務局から配布し、

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か。
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委員

委員長

教育部長

― 異議なし －

ご異議も無いようでございますので、１０月定例会については谷川委員と坂田委員に後

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、坂田委員と武田委員にお

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。

本日は、教育長が欠席ということですので、まず教育部長から報告をお願いします。

１１月は多くの行事、教育委員会表彰や都市連協県外研修等ご多用の中、ご出席、ご参

加いただき大変ありがとうございました。また来週２６日からは、日韓文化交流として韓

国統営市に谷川委員が団長として参加いただくこととなっております。お世話をおかけい

たしますがよろしくお願いします。

私からは、平成２６年度当初予算の見積概要についてご説明申し上げます。

現在の見積額につきましては、歳入約４７２億５千万円、歳出約５０１億２,７００万

円で、その差約２８億７,７００万円です。予算規模の目途とします４８０億円に対しま

しては、これから約２１億円の削減を目指すこととなります。

次に教育部関連の平成２６年度予算見積概要をご説明申し上げます。

歳出につきましては、８１億８,８３３万４千円で対前年度比較３３億９,４４２万７千

円の増額、率にして７０.８％の増となりますが、経済対策のあった２５年３月補正分を

含めて比べると、約１１億７千万円の増となっております。後ほど述べます能登川コミセ

ンの改修費分が主な要因です。

各課別に見ますと、教育総務課では、人件費関係で学力向上のための指導員や児童生徒

及び教職員のカウンセリングのための臨床心理士の雇用、特別支援教育や生徒指導等支援

員の配置に重点を置きました。

学校施設課では、小学校管理費で学習環境の整備として箕作小学校のグランドの芝生化

を実施する他、小学校施設整備においては、給食センターからの配送に伴う施設整備とし

て、玉緒・能登川西・能登川北・蒲生北小学校のエレベータ設置、トイレ改修が八日市北・

市原・蒲生東小学校、大規模改修等で能登川東小学校体育館を計画し見積もっています。

また、中学校整備でも、２年目となる五個荘中学校並びに聖徳中学校プール、通級指導教

室改修に伴う工事費、朝桜・能登川中学校校舎大規模改修に伴う設計費を計上しておりま

す。さらに、平成２７年７月に竣工を予定しております（仮称）湖東学校給食センター新

築工事関係も計上しています。

学校教育課では、重点課題として問題となっています学力向上対策として授業改善指導

員を配置し、各校へのきめ細やかな指導や教育研究所による教職員の研修、指導員を中心

に学力向上にかかる学習番組を制作しケーブルテレビで放送して、自宅学習などにつなげ

る新規事業や今年度から導入した電子黒板等を活用した授業改善、また外国人児童生徒に

対しての教育支援などの経費を見積もっております。また、小学校教育振興事業で、平成

２７年度小学校教科書改訂に伴う教師用教科書、指導書等の経費を計上しました。

生涯学習課では、新たに永源寺コミュニティセンターを加えての指定管理料、市辺・南

部・中野・玉緒コミュニテイセンターの耐震補強工事、旧永源寺コミセンの解体と倉庫新

築、能登川コミュニティセンター整備工事と駐車場用地購入費を計上しました。さらに、
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委員長

健康福祉こど

も部理事

てんびんの里文化学習センターに美術館機能を付加させる改修工事の基本設計を計上し

ました。

スポーツ課においては、社会体育施設整備として布引運動公園陸上競技場をＭＩＯびわ

こ滋賀のホームスタジアムとして位置づけるための改修工事費をはじめ、おくのの運動公

園駐車場舗装工事、長山公園グランド排水工事、みすまの館空調設備工事費を計上しまし

た。また、五個荘体育館耐震補強改修工事等の設計監理委託も見積もりました。

文化財課では、伝建地区のまちなみ交流館の改修費、修理修景補助金、また新規事業と

して蒲生スマートインター開通による雪野山古墳などの文化遺産など市内の文化遺産を

活かしたまちづくり計画作成業務、その他市指定文化財や国指定文化財の修理補助金、雪

野山古墳出土保存整備、伊庭町重要文化的景観調査費などを計上しています。

図書館では、五個荘中学校に併設される五個荘図書館新館開館費、住民サービスの向上

と利用促進を図る目的で湖東図書館の月曜開館経費、能登川図書館の施設改修に伴う設計

費等を見積もりました。

学校給食センターでは、自校方式からセンター配送となる学校の備品購入費、また給食

センターから保育園への配送に伴う食数の増による賄材料費を計上しました。

今回予算編成に当たっては、職員一人ひとりが創意工夫し、予算編成方針に基づき見積

もったものをさらに課及び部段階で精査・工夫・調整いたしました。 以上が教育部の見

積もり段階での概要でございます。

また、１２月議会の案件につきましては、後ほどそれぞれ担当から報告させていただき

ますので、よろしくお願いします。

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、報告させていただきます。

まず１点目は、平成２６年度当初予算について、健康福祉こども部における教育委員会

関連の主な見積内容でございます。

幼児課については、今年度とほぼ同じ内容の教育振興事業費の見積もりとしています。

幼児施設課では、幼稚園施設整備事業の中で、議会でも質問のありました空調設備費を

見積もっております。今後、園舎の施設整備の計画がある園などを除き、２年間で整備を

終えたいと考えております。また、五個荘東幼稚園の大規模修繕の設計費も見積もってお

ります。

幼保一体化施設・認定こども園整備事業では、蒲生幼児園の造成工事費と八日市野幼稚

園・つつじ保育園一体化施設の駐車場整備工事費について、それぞれ見積もっております。

学童保育所につきましては、新築工事費として八日市北と能登川北の２ヵ所、改修工事

費として蒲生北と五個荘の２ヵ所を、それぞれ見積もっております。これにより、すべて

の小学校区で、学童保育所が整備できることとなります。

２点目は、子ども子育て会議の経過報告をさせていただきます。現在までに２回の会合

を開催するとともに、子ども・子育てに関するアンケート調査を１０月に実施しました。

調査結果について、１２月２６日に開催予定の第３回会議にて、ご意見をいただく予定で

す。今年度中に後１回開催し、子ども子育て支援事業計画の骨子案をまとめていきたいと

考えています。
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委員長

生涯学習課主

幹

委員長

生涯学習課主

幹

武田委員

また、今回の事業計画の策定作業と並行して、幼児施設の老朽化を含め、課題のある地

区につきましては、施設のあり方を協議する場を設けるなど、適宜、地区自治会連合会な

ど関係者の皆さんへの現状説明や意見聴取を進めております。現在の状況について、併せ

て簡単に説明させていただきます。

平田と中野地区につきましては、前回の定例会で説明させていただきました市政懇話会

の自治連要望のとおりです。

御園地区につきましては、自治連三役さんをはじめ寺園区の自治会へ現状説明し、ご意

見を求めておりましたところ、１１月５日の市政懇話会の席上では、八日市野幼稚園・つ

つじ保育園一体化施設の整備経過と寺幼稚園との関連について質問があったところです。

次に愛東地区についてですが、地域のご意見をお聞きする中で、幼稚園の整備にかかる

市の考え方をまとめましたので、少し詳しく説明をさせていただきます。愛東地区では、

愛東南幼稚園の老朽化に加え、園児数が減少しているという課題がありますので、今後の

幼児施設のあり方を協議する場を設置し、保護者会や自治連、まち協、民生児童委員など、

地域の子育て関係者の代表にお集まりいただき、ご意見をお聞きしたところです。９月３

日と１０月２９日の２回開催しました。

１回目の会議で、保護者の意見を聞くべきとのご意見をいただき、９月下旬に愛東北、

愛東南の幼稚園保護者にアンケート調査を実施したところ、２園を統合してほしいとのご

意見が多くありました。２回目の会議で、この結果も報告しながら意見を求めましたとこ

ろ、愛東地区の子どもの数の現状や将来見通し、愛東南幼稚園の施設面の課題から、あり

方協議の出席者の意見として、「２園の統合はやむを得ない。統合する場所は支所周辺で

新しい施設を作ってもらいたい。」ということでまとめられました。

このことを受け、その後、市としての方向性を検討した結果、あり方協議における取り

まとめを基本に、今後、あらためて愛東地区自治会連合会へ提案させていただく予定をし

ております。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、では協議事項にうつります。

東近江市博物館基本構想（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―

ただ今ご説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

近江商人博物館に本部としての機能を持たせて各館と連携を図っていこうということ

ですが、著名な作家さんの高価な作品などは、近江商人博物館と能登川博物館に集約する

ということですね。

空調機能がある収蔵庫を持つのがその２館となります。特に絵画類は、乾燥やカビに弱

いため、空調機能を持つ収蔵庫で普段は保存するということになります。

この構想は、現在の市の施設や所蔵している資産を有効に活用していこうということで

まとめていただいていますが、最近、文化審議会で雪野山が国の史跡に指定されると伺い

ました。雪野山の遺物は現在安土考古博物館に保管されているようですが、発掘からかな
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生涯学習課主

幹

文化財課長

委員長

生涯学習課主

幹

委員長

坂田委員

生涯学習課主

幹

生涯学習課長

委員長

りの年月が経って、十分な活用ができていないと思いますので、東近江市として遺物を活

用していける方向を持つべきでないかと感じます。先程部長から、来年度予算で少し話も

ありましたが、博物館構想の中にその方向付けはないのでしょうか。

学習センターの１階にエントランスがありますが、そこを、本市を訪れる皆さんに東近

江市の歴史や文化を紹介するコーナーにできないかと考えています。具体的な展示方法ま

で構想は固まっていませんが、市内の重要文化財等がここにありますといった紹介を映像

やパネル等で行い、東近江市の概要がわかるようなコーナーを設けたいと思っています。

雪野山に関しましては、文化財課所管になりますが、来年の秋に能登川博物館で企画展

を計画しています。

昨年埋蔵文化財センターの工事を行い、重要文化財を収容できる環境が整いました。今

年度、雪野山古墳出土品の内、金属製品の保存処理がほぼ終了いたしまして、埋蔵文化財

センターの収蔵庫に収蔵ということとなります。先程、美術作品についての保管環境の説

明がありましたが、埋蔵文化財センターは金属製品の保管にも適しています。収蔵につい

てはそこで行うといたしましても、いろんな場で活用してほしいと思っていますので、公

開活動には協力して一丸となって取り組んでいきたいと思っております。

それぞれの施設の運営委員さんには、専門的な踏み込んだご助言をいただいていると思

いますが。

博物館の運営委員さんには、市民の方もいらっしゃいますし、学識経験者として県の美

術館や博物館の運営にかかわっていただいた先生や大学の研究者の方々もおられまして、

構想作成にあたり様々なご意見を頂戴いたしました。

今日は定例会の前に施設の視察をしましたが、学芸員さんにコンセプトなど熱心に説明

をいただいて、そうした熱い思いを持った方々が連携して協力体制をとって進めていただ

きたいと思います。

入館料を取っておられる施設はどれですか。

近江商人博物館、西堀榮三郎記念探検の殿堂、野口謙三記念館の３館でございます。な

お、探検の殿堂については、旧町時代から市民については無料となっています。能登川博

物館は、図書館と併設の開放された環境ですので無料となっています。今後、東近江博物

館条例として一本化する場合は、入館料の基準を設けて整理したいと思っています。

今後の予定ですが、この後市長決裁を取りまして、予算の必要な部分は、２６年度予算

に反映するよう要求させていただきます。施設改修等を含め、この計画に基づき来年度か

ら取り組んでまいりたいと思います。

他によろしいでしょうか。
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各課担当者

委員長

武田委員

生涯学習課長

武田委員

生涯学習課

次長（生涯学

習担当）

委員長

生涯学習課長

委員長

教育総務課長

委員長

各課担当者

無いようですので、続いて報告事項に移ります。

１２月東近江市議会提案予定案件等について、説明をお願いします。

―資料または口頭により説明―

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。

コミセンの条例改正で、永源寺コミセンの移転先は、確か永源寺地域産業振興会館であ

ったと思うのですが、会館はどうなるのですか。また、ＪＡが入っていますがどうなりま

すか。

永源寺支所とＪＡが同居していますが、その２つを除いた部分がコミセンになりますの

で、ＪＡはそのまま残ります。産業振興会館としての位置づけは、条例廃止をして無くな

ります。

廃止となると建設時の補助金等は大丈夫ですか。

名称変更で機能は残りますので、大丈夫です。

永源寺地区で検討委員会を設置し、どういう体制がいいのか議論いただきました。現状

ＪＡの部分は、その面積で土地も建物も登記をされていますので、そのままということに

なります。支所もありますが、多くがコミセン部分となりますので、施設名はコミュニテ

ィセンターとして複合的な施設となります。

たくさん部屋がありますね。

だいたい旧町のコミュニティセンターはこの程度のサイズとなっています。

他になにかありますか。

無いようですので、つづいて平成２５年度教育委員会表彰（追加）について、説明をお

願いします

―資料により説明―

きちんと対応いただいたということですが、チェック等今後じゅうぶん気をつけていた

だきたいと思います。よろしいでしょうか。

では各課報告に移させていただきます。

―資料または口頭により説明―

学校教育課…学校教育だよりについて

生涯学習課…事業報告・計画について
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委員長

教育総務課

主幹

委員長

スポーツ課…元旦健康マラソン大会他スポーツイベントについて

図書館 …事業報告・計画について

教育研究所…教育研究所だよりについて

人権課 …「いのちと人権」を考えるセミナー、ぬくもりメッセージ 2013 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

他によろしいですか。

では、次回定例会の日程は１２月２４日（火）午後１時３０分からとなりますので、よ

ろしくお願いします。また、１月定例会ですが、１月２４日（金）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１１回教育委員会定例会を終了させていただきます。

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２０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


