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平成２６年第７回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年７月２３日（水） 午後１時３０分 開会

場 所 市役所新庁舎 ３１８会議室

出席者 教育委員長 武田 善勝 委員長職務代理者 坂田 正幸

教育委員 谷川 裕一 教育委員 辻 京子

教育長 市川 純代 教育部長 枩藤 豊

こども未来部長 藤田 善久 教育部次長 清水 宗彦

管理監（学校教育担当） 中村 隆秀 管理監（国体･生涯学習担当） 中谷 逸朗

教育総務課長 稲本 正行 学校施設課長 大辻 利幸

生涯学習課長 清水 保 スポーツ課長 今若 忠司

歴史文化振興課 上川 喜久 歴史文化振興課博物館担当課長 徳田 嘉治

学校給食センター所長 辻 平 人権課長 山口 仁司

幼児課長 藤原 真弓 幼児施設課長 三上 俊昭

教育研究所長 中野 正堂 図書館長 松野 勝治

事務局（教育総務課主幹） 曽羽 道明

以上２３名

事務局 開会

委員長 皆さんこんにちは。定例教育委員会を開催させていただきましたところ、ご出席をいた

だき、ありがとうございます。

梅雨も明けたようでございます。これから暑さ厳しい時期が当分続くということで、お

互い熱中症等に十分注意しながら暑い夏を乗り切っていきたいと思います。

１８日には各小中学校で終業式が行われ、いよいよ夏季休業に入りました。今年度は、

夏季休業も少し短くなっているようですが、この間、子ども達が事故や事件に遭わず元気

に過ごしてくれることを願っているところです。

さて、前回の委員会の後いくつかの事業に参加させていただきました。６月２８日には

子育てフォーラムが開催され、子育て支援制度の説明やびわこ学院大学の豊田学長の講演

がありました。豊田学長は、現在ニューヨークヤンキースで活躍されるイチロー選手や J

リーグでは横浜Ｆマリノスの中村俊輔選手の主にメンタル面での指導にかかわってこら

れたということで、そうした中でのエピソードを交えながらのお話を聞かせていただきま

した。

また２９日には、箕作小学校グラウンド約１万㎡の芝生植え作業があり、各委員の皆さ

ん、また事務局の皆さんには大変暑い中作業に従事いただきご苦労様でした。箕作小学校

では、地域で「太郎坊応援団」という組織を作られて、学校支援の活動をされています。
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委員長

委員

委員長

教育長

今回の芝生化についても、今後の管理にご協力いただけるということで、大変ありがたく

思っております。

ところで、人権課が主催される「人権のまちづくり講座」という事業がありまして、７

月５日に５回の講座が終了しました。私も毎年可能な限り受講しています。「２１世紀は

人権の世紀」と言われて久しいのですが、報道等を見ますと、未だに先の東京都議会や国

会での女性に対する問題発言といったものが繰り返されているのが実態であります。さら

にセクハラやパワハラ、児童や高齢者に対する虐待、いじめや体罰など人権にかかわる問

題が日頃報告されます。そうした中で、私自身も日常生活を漫然と過ごしておりますと人

権感覚が薄らいでくるようなことも考えられて、年に何度か人権に関する講演会や学習の

機会があれば参加して、自分が人権感覚を失わないよう、また深めるように意識づけをし

ているところです。

それでは、ただ今から平成２６年第７回東近江市教育委員会定例会を開催いたします。

まず、会議録の承認についてでありますが、６月定例会の議事録があらかじめ事務局か

ら配布され、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。

― 異議なし －

無いようですので、第６回定例会の議事録は承認いただきました。では後程、坂田委員

と辻委員に署名をお願いいたします。

なお、今回の議事録署名委員には、辻委員と谷川委員を指名させていただきます。

では次第にしたがいまして、はじめに教育長から報告をお願いします。

こんにちは。本当に暑い中、お越し頂きましてありがとうございます。

今程委員長のお話にありましたとおり、１８日で１学期が終了しました。今日は夏季休

業中の中体連の２日目でございますが、自転車で移動する中学生が危なっかしい運転をし

ていたのではないかと心配をしています。引率する教員が指導して安全確保を図っていま

すが、私も今朝、２列で走行する中学生の姿を見ましたので、改めて学校に注意をしたい

と思っています。

６月２９日には箕作小学校に芝生を植えていただきましたが、７月に入ってすぐに太郎

坊応援団の皆様により一度芝を刈っていただいております。今後も芝の状況を見ながら維

持管理をしていただくと聞いています。明後日の２５日には、文部科学省のスポーツ振興

課に事業の報告に参る予定でございます。

また、ロボカップジュニア世界大会出場の激励会にご参加いただきありがとうございま

した。無事現地に着き、１９日の午後７時半頃に現地のホテルに入ったということです。

現地への荷物の持ち込みの嵩が制限されていたようで、ホテルに入ってすぐにロボットを

組み立てている様子の写真が送られてきました。２０日は英語によるプレゼンということ

で山川君が資料を基に説明をされたようですが、その後も資料やロボットの設計図面、プ

ログラムデータの提出を求められたとのことです。国際委員会には日本人の委員も同席し

たようで、いろいろと厳しくチェックされたと推測されると情報が入ってきています。と

りあえずそうした第１関門は終わったということでしたが、先程新たなメールがきまし
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て、リーグ戦の１日目は２試合とも勝ったということです。イスラエルに対しては３２対

０、ドイツに対しては２１対６ということですが、２日目は中国と韓国の強豪が相手で、

途中からプログラムがおかしくなり原因がわからないまま、結局中国に負けたということ

です。リーグ戦３日目は、残る試合を落とすと決勝に出られませんので、ぜひとも頑張っ

てほしいところです。速報ではそうした状況でございます。

７月１７日には市長、副市長との懇談会にご出席いただきありがとうございました。あ

る程度、市内の児童生徒の状況等ご理解いただけたのではないかと思いますので、学力・

体力・やる気も含めて、子ども達の健全育成のためにどう事業を組み立てていけばよいか、

皆様のご意見を頂戴しながら進めていきたいと思っています。

能登川地区で実施されたドラゴンカヌー関連ですが、６日には「ヤングドラゴンカヌー

フェスティバル」が青年団を中心に行われました。２０日には、市のドラゴンカヌー大会

が７４チームの参加のもとに行われ、委員長様にもご出席をいただきました。心配されて

いました雷や夕立なども無く無事終了させていただきました。

７月１８日には、中学校に配属しておりました３名のＡＬＴ、外国語指導助手が任期を

終え、帰国されます。新たに７月末から８月にかけて３名を受け入れますので、その手続

きをしているところです。

７月１９日から２１日にかけまして、第５７回近畿高等学校ソフトボール選手権大会が

布引運動公園で開催されました。１９日は、雷雨がひどく３０分開会が遅れ、なおかつ雷

が止まずに室内での開会行事となりました。その際に関係の方々が、国体の会場をぜひこ

こに引っ張って来るようにと、ずいぶん市長にプッシュされていました。

先日見ていただきました学力向上番組ですが、市内には５年生が１,１１１人おり、番

組の視聴環境を調査しましたところ、自宅でＣＡＴＶの視聴が可能と答えた児童が４９８

名、４４.８％で、インターネットで見られると答えた児童は３９２人、３５.３％、両方

ダメだがＤＶＤの視聴が可能という児童は１９７人で１７.７％でした。祖父母の家等、

他で見ることができると答えた児童が３名、０.３％、現在の状況では視聴できないと答

えた児童が１６人、１.４％でございます。

そういった状況を踏まえ学校に確認をしましたところ、たとえ視聴環境が整っていても

自ら進んで取り組もうとしない子ども達や外国籍の子どもについては支援していかねば

ならないという状況もありますので、学習資料、教材として、２学期の朝自習の時間に全

員を対象にもう一度やりたいという学校、また、テキストも配っておりますので答え合わ

せも含めて２学期早々に活用したいという学校もあります。さらに、視聴環境が無い子ど

も達にＰＣを貸して学習を勧めた学校、学習指導や一斉登校等の登校日に学校で見せる対

応をしている学校もあるようです。校長会でも、小学校用のＤＶＤではありますが中学校

でも活用できるであろうと申しましたところ、小学校の学習状況を知りたいので研修に使

いたいという申し出もあり、中学校にも配りました。各校の実情にあわせ、５年生全員に

有効活用するように依頼しました。

以前にもお話しましたが、７月４日から１０日にかけて実施しました校長面談では、各

校の強みを生かした特色ある取組、学力学習状況調査の分析に応じた授業改善への具体的

な取組を中心に面談を実施しました。

７月の校長会議では、教育課程、学力向上にかかる学校訪問を県が行い、市も同席して

いますが、特に公開授業等につきましては、市の教育委員会として、授業観察、評価の観
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委員長

教育部長

点といったことについて指導主事がきちっと見て、現場の校長あるいは研究会等があれば

その場で、指導するように言っていることを伝えました

特にその中には、これまでから課題になっていました１時間の学習の目当てを子ども達

がしっかり意識をして授業に臨んでいるかという点、また、挨拶、呼名、返事ができるか、

子ども達同士の意見交流がなされているか、教師が一方的に話す一斉講義型授業からの脱

却、板書がきちっと整理されているか、教育機器の有効活用が図れているか、さらに、学

習規律、教室の環境がちゃんとできているか、学習集団としての基盤となっている子ども

達の雰囲気、風土、こうしたことは教科の中味に関係なく言えることですので、そういう

ことをきちっと見るようにと申しています。

また、１学期が終了いたしますので通知表の書き方、新しく来られた先生や講師への指

導、夏季休業中の子ども達が事件事故に巻き込まれないよう生徒指導の徹底をお願いしま

した。

びわこ学院大学の豊田学長ですが、６月末に退任され、教育振興基本計画策定時にお世

話になりました賀川先生が後任として学長に就任されました。箕作小学校グラウンドの芝

生植えの時に校長先生が挨拶で、１０分間運動に取り組む中で昨年と比べ怪我の数が減っ

たことを話されたのが印象深かったのですが、豊田学長の弟子にあたる大学の先生に１０

分間運動の指導に学校に入ってもらっていますので、このことを豊田学長に話しましたと

ころ、体力や運動能力の向上もあるが、子ども達の人格形成に影響が出ているのではない

かとおっしゃいました。周りに注意を向けるとか、状況判断ができるようになるというよ

うに、体力と知力は一体的にとらえるもの、豊田先生は「文武両道」とよく申され、過去

の研究からもこうしたデータはあるとのことです。そういう視点で子ども達の様子を観察

していくことも大事ということで、豊田先生の言葉を紹介させていただきました。

今日の新聞に学習指導要領の一斉改訂のことが出ていました。中学校の英語が小学校に

降りてくる、そして高校の歴史、領土のことも含めてだと思いますが、必須となるという

ことです。２０２０年度から順次実施すると報道されていますので、今後注視してやるべ

きことをしっかりと行いながら、改訂に向けての手立ても考えあわせ、施策を考えていか

なければならないと感じたところです。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ついて、何かご質問やご意見はござ

いませんか。

無いようですので、教育部長から報告をお願いします。

まず１点目として、先週１４日～１６日まで福祉教育こども常任委員会の行政視察に健

康福祉部長と共に参加させていただきました。1 つ目の視察先は、兵庫県淡路市に学校教

育の充実ということで参りました。「淡路島フロンティアプロジェクト」という名称で、「誰

でも簡単に使えるＩＣＴ」をテーマに、タブレット端末を子ども達１人１台の体制を最終

目標として整備を進めておられます。現状は４人に１台程度ということです。また、教員

を研修員として委嘱しまして、その方を中心に教材開発等を担っていただくということ

で、現在５０名程度が研修されているということです。タブレット端末の導入について当

初議論されたのは、児童の視力低下や教師が自ら探る力が弱まるなどの点でしたが、それ

については使用する時間数、照明の改善や研修の強化でクリアしていくという方向で進ん
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委員長

こども未来

部長

でいると伺いました。

次の高知県高知市では、「高知チャレンジ塾」による学習支援についてです。本市でも

行っておりますが、厚生労働省の「自立支援プログラム策定実施推進事業」というのがご

ざいまして、基本的には生活保護等の子ども達の貧困の連鎖を断ち切っていこうという事

業です。塾とは言いますが教育委員会が「高知チャレンジ塾実行委員会」という団体に委

託しまして、学生や教師ＯＢ、ボランティアの力を借りながら放課後授業という形で進め

ておられます。現在市内１０カ所で７０人の学習支援員の体制の中、中学１年生から３年

生までの学習支援を行っています。本市でも健康福祉部が社会福祉協議会に委託して市内

２カ所で厚生労働省のモデル事業として実施していますが、そうした取組の先進地という

ことで伺いました。

また、香川県の綾川町では、国民健康保険陶病院に参りまして黒字化を達成していると

いう内容について研修しました。兵庫県相生市では、「子育て応援都市宣言」として子育

て応援と定住促進に１１の施策に取り組んでおられますが、教育委員会関連では、市立幼

稚園に通う園児の無料化、午後６時３０分までの預かり保育の実施、給食費の無料化、小

学５、６年生の希望者対象に学び塾の実施などでございました。

２点目は、９月市議会上程案件でございます。今回報告事項として、資料をつけており

ます（仮称）湖東学校給食センターの工事請負契約について、そして資料はございません

が、能登川図書館と能登川博物館の空調施設に不具合が生じており、現在業者に見てもら

い調整中ですので９月議会に上げるかは未定ですが、後程担当から説明させていただきま

す。また、学校給食センターから給食調理にかかる債務負担、生涯学習課から能登川コミ

センの現在の状況をそれぞれ報告させいただきます。今後財政ヒアリングも含めて詰めて

いきますので、８月定例会には詳しく報告できると思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

続いてこども未来部長から報告をお願いします。

まず、先程委員長からご紹介いただきましたとおり、６月２８日には新制度の啓発の一

環として、子ども子育てフォーラムを開催させていただきました。約４００名の方にご参

加いただき、好評のうちに終えることができました。当日ご参加いただきました委員の皆

様ありがとうございました。

7 月４日には、要保護児童対策地域協議会を開催し、昨今の子ども達を取り巻く虐待を

はじめとした諸課題についての現状や対応について議論いただきました。なお、協議会の

会長には、福井県立大学看護福祉学部の吉弘准教授にご就任いただいたところです。また

その中で、神奈川県厚木市で問題となりました児童の居所不明等の確認方法や各関係機関

との連携につきましても確認をさせていただいたところです。

さて、いよいよ子ども子育て会議でも幼児施設の確保策や保護者負担額などについて、

本格的な議論がスタートいたします。後程その基本的な考え方について説明いたします

が、いずれにいたしましても少子化対策の重要性が叫ばれる昨今、今回の新制度への移行

は全国一斉となります。そういったことから都市間の比較等もマスコミを通じて報道され

ることが予想され、慎重に議論し適切に対応しなければならないと思っています。

わかば幼児園についてですが、先月２１日に園庭に芝生の植え付けを行いまして、現在
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委員長

各課担当者

委員長

教育部次長

委員長

教育部次長

委員長

教育部長

教育部次長

委員長

教育部次長

はほぼ全面に広がりを見せているところです。来月の２５日には竣工式を予定いたしてお

ります。委員の皆様にはご出席をよろしくお願いいたします。以上です。

教育長、教育部長、こども未来部長から報告を受けましたが、ご意見やご質問等ござい

ませんでしょうか。

無いようですので、報告事項にうつります。

平成２６年９月市議会上程案件について説明をお願いいたします。

― 資料または口頭により説明 ―

学校施設課…（仮称）湖東学校給食センターについて

図書館 …能登川図書館・能登川博物館空調熱源設備の不具合について

学校給食センター…学校給食調理業務にかかる債務負担について

生涯学習課…能登川支所・能登川コミュニティセンター工事の現状について

ただ今説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

無いようですので、続きまして、旧甲津畑小学校跡地の利活用について説明をお願いし

ます。

― 資料により説明 ―

説明が終わりましたが、ご意見ご質問はございませんか。

施設全てを貸すのでしょうか。管理はどこがされるのですか。教育委員会が管理する施

設ですので、準学校法人ということで合っているようにも思いますが、全施設となると管

理も大変と思います。

全施設を貸す予定ですが、プールが離れたところにありますので、そこを貸すかはまだ

決まっていません。現在は教育委員会所管ですが、市長部局に移管する方向で調整中です。

準学校法人とありますがどういうものですか。

準学校法人は、専修学校や専門学校という位置づけで、私立学校法の学校法人の基準に

合致した学校です。

この学校は、ブラジルの学校と同じ資格が取れるということです

たまたま学校関係ということですが、市として判断され、きちっと管理できる確かな団

体であれば良いと思います。実績はそれなりにありますね。

大きな補修等は必要なのですか。

雨漏り等の傷みはありませんので大きな補修は必要ありませんが、施設を貸すにあたり

大きな備品等もありますので移動やら何やらと手間と多少の予算がかかります。
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谷川委員

教育部次長

委員長

幼児課長

委員長

坂田委員

幼児課長

子ども未来

部長

委員長

各課担当者

貸すことに決定しているのですね。もう少し早い時期に話を聞かせてもらいたかったと

思います。

これまで地元で様々なご意見を取りまとめいただき、間際まで地元調整をされていまし

たので、市役所の中でも話を控えておりました。そうした事情もあり、お許しをいただき

たいと思います。

他にございませんか。無いようですので、続きまして、子ども子育て支援新制度（幼児

教育・保育）について説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

ただ今説明いただきましたが、ご意見ご質問はございませんか。

今の報告案件ではないですが、今日の新聞に大規模認定こども園の補助金の減額という

記事が載っていまして、影響しないのかと心配して見ていたのですが、何か情報はありま

すか。

補助金については、補助金対応ではなく公定価格に盛り込まれている部分がありますの

で、それらを整理したうえで民間保育園さんにお話ししたいと思っています。全てがなく

なるわけではありません。

新聞では、大規模な認定保育園の運営費について比較すると保育園の方が有利だという

中で、どちらかといえばもう一度保育園に戻すという所が２５％程度あるという記事であ

ったと思います。この記事の資料の出所はつかんでいませんが、今の段階で進めています

民間保育園の動きについては、経営も含めた考えの中で選択されることだと思っていま

す。従来から市で申しております認定こども園化のメリットは、保護者が園を選ぶ際の選

択肢が広がること、就労の状況により園をやめたり、移る必要がないということ、そうし

たメリットで希望が高まると市では考えていますが、そこをどう判断されるかだと思いま

す。ただ国の運営費の考え方が、保育園から認定こども園に移行させようという意図的な

改定とはなっておらず、同等の額となっていますので、どちらを選んでも特に有利不利が

無いように分析しております。

よろしいですか。他ご質問ございませんか。

無いようですので、各課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、学力向上番組「まなびっこ」、

消火訓練事故への対応について
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委員長

教育総務課

主幹

委員長

生涯学習課…事業報告・計画、山田良定氏ブロンズ像除幕式について

スポーツ課…グリーンスタジアム改修工事の変更について

歴史文化振興課…事業報告・計画、能登川の歴史発刊記念講演会、

三輪良平氏絵画寄贈について

図書館 …事業報告・計画、五個荘図書館移転について

教育研究所…教育研究所だよりについて

人権課 …人権ふれあい市民のつどい、ぬくもりメッセージ作品募集について

各課から報告をいただきました。全体を通じてでも結構ですので、ご意見やご質問はご

ざいますか。

無いようですので、これで全ての案件を終わらせていただきます。なおこの後、五個荘

中学校の視察を行いますので、関係の皆様はよろしくお願いします。

次回定例会の日程は、８月２５日（月）午後２時からこちらの会議室で予定をしており

ます。また、９月の教育委員会ですが、９月２４日（水）ということでご予定をお願いし

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２６年第７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３時２５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


