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平成２６年第８回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２６年８月２５日（月） 午後２時 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。

委員の皆様には、午前中から竣工式や視察等いろいろと公務をこなしていただき、お疲

れのことと存じますが、よろしくお願いいたします。

今年の夏は異常気象と言いますか、各地で豪雨による被害が出ております。特に福知山

市での水害、また先日は広島市の土砂災害で、多くの方がお亡くなりになられたり、行方

不明になられる悲惨な状況となっております。滋賀県でも大きな地震の想定もされていま

すし、自然の脅威を目の当たりしますと、日頃からの災害に対する心構えをしっかりとし

ていかなければと改めて感じます。

さて、今年も８月に入り、広島、長崎での原爆犠牲者の追悼式典が行われました。今年

は戦後６９年を迎えますが、こうした時期に未曾有の被害をもたらした太平洋戦争に思い

を馳せることも必要と思います。特に、戦争を語り継ぐ方が少なくなり、戦後生まれの方

が大多数となった中にあっても、戦争の悲惨さや平和の尊さを語り継いでいかなければな

らないと思っております。幸い東近江市には県の平和祈念館もありますし、そうしたこと

を学ぶ環境も整っており、子ども達の学習へのご配慮をお願いしたいと思っております。

長かった夏休みも明日で終わり、２７日からは２学期が始まります。子ども達もこの間、
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委員長

委員

委員長

教育長

家庭や地域でいろんな経験や体験をして過ごしてくれたことと思います。大きな事故も聞

いておりませんので、元気に登校して学校生活を送ってくれるものと思っております。

それでは、ただ今から平成２６年第８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、７月定例会および第５回臨時会の議事録が

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７回定例会、第５回臨時会の議事録は承認いただきました。では

第７回定例会については辻委員と谷川委員に、第５回臨時会については谷川委員と坂田委

員に後程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、坂田委員と辻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。

改めましてこんにちは。８月に入りましてから４日のやまの子キャンプの視察、その後

の臨時会、７日には学校園管理職の研修会に終日ご参加をいただき、そしてまた今日は朝

から幼児園の竣工式、そして児童生徒成長支援室の視察、さらには引っ越しをほぼ終えま

した五個荘中学校の視察をしていただきました。五個荘中学校は、去る８月１６日には内

覧会を行い、千人を超える地域の方々がお越しいただきました。今日ご覧いただいた緞帳

も３,５００人程の方から浄財を頂戴して作成したものでございまして、地域の方々の関

心の高さが伺え、内覧会の人数となったものと思います。今日は朝から引き続きでござい

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、夏休み中の子ども達ですが、交通事故で少し治療を受けるということもありまし

たが、大きな事故はございませんでした。ただし逮捕事案が１件あり、現在はその後の経

過を見ている状況です。県教委とも顛末の文書をやり取りしながら報告しているというこ

とで、大きな進展は見られていません。

県の教育委員会から英語教育の充実に向けた調査研究事業案「サタデーわくわく英語プ

ロジェクト」への協力の打診がありました。これは小学校中学年における外国語活動の実

施前に、土曜日に基本的な音声や文字の指導を踏まえ、英語を楽しむ子どもを育成するプ

ログラムを実践し、小学校英語の教科化を踏まえた調査研究を行うというものでございま

す。市内の学校１～２校で２学期以降の土曜日に、授業時数としてはカウントしませんが、

研究に協力しようと計画をしているところです。まだ正式に決まっていませんが、声をか

けられているということでございます。

もう一点、びわこ学院大学からですが、「新しい文武両道のあり方を考える研究会」を

立ち上げられて、体力、学力、精神力の向上とその相関について調査研究とその実践プロ

グラムの作成、実践を通して学校教育現場への提案及び学術的見地からの支援と援助を行

うことを目的に活動をされるということでございます。特に今年度から小学校では１０分

間運動に取り組むように県からの指導もあり、箕作小学校が本市の拠点となっています。

そこに、びわこ学院大学からの支援をいただきながら運動に取り組んでいます。まだ１学
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委員長

教育部長

期間ですが、大きなケガが減ってきているという成果も既に出ています。それを踏まえて

中学校ではどうか、先に申しました調査研究に取り組まれるということで、協力をしてほ

しいとお願いをされています。今のところ聖徳中学校の参加できる生徒でと詰めていると

ころです。

こうした２つ事業を進めており、うまくいけば市内に広めていきたいと思っています。

これが夏季休業の間、県教委や大学から声をかけられた事業でございます。

最後に、昨日和歌山県田辺市で、日本教育新聞社主催の「教育セミナー関西２０１４」

に参加してきました。最初に早稲田大学教授の浅田匡先生の「これからの学校をどのよう

に創り出すのか」という基調講演があり、その後文部科学審議官の前川喜平さんの「社会

の変化と日本の教育～グローバル化の中で世界に貢献する道～」と題してご自身の経歴を

踏まえてのお話をいただきました。午後からは、「学校組織改善と地域連携」という分科

会に参加させていただき、総括講演では兵庫教育大学の学長としてご活躍され、今年から

奈良学園大学の学長に就任された、梶田叡一さんのお話を伺いました。

前川審議官からは、やはり教育委員会制度改正についてお話があり、総合教育会議は４

月から設置をするわけですが、平時は年３～４回を私見としてイメージしているというこ

とでした。ただ、大きな事故等が起これば臨時で開催するということになります。教育委

員会については、これまでも予算権を首長が持っていたわけで、今の制度とあまり変わら

ないであろうということですが、今後は予算への結果がどうか、首長により教育に関わっ

てもらうという意味合いでの制度改正であると自分は考えているとのことでしたが、こち

らの理解と近いものでした。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。

８月４日のやまの子キャンプの激励、ありがとうございました。本年度は募集人数も増

えた関係で、より万全を期するということで各課より応援を出しながら、無事大きなトラ

ブルもなく終了しましてほっとしております。

毎年実施しております県の予算編成にあたっての政策提案活動について、９月９日に県

教育長に対しまして要請活動を行う予定です。教育委員会としては、生徒指導教員等の配

置の充実、必要な加配教員・支援員等の配置や小中学校全学年における３５人学級の実施

についての２点に絞って要望を行います。

また、本日午前中に自民党滋賀県議団と東近江市民クラブの政務調査会が開催された中

でも、東近江市民クラブから生徒指導教員等の配置の充実について、県議会議員や国会議

員に要望されております。その中で、二之湯参議院議員から下村文部科学大臣と共に精力

的に予算要求していきたいとのコメントがありました。他に要望としまして、滋賀県都市

連協、都市教育長会としましても、細部にわたっての要望を明日県教委に行われる予定で

すので、資料として添付いたしております。

本日は、７月の定例会とだぶる部分もありますが、９月議会に提案しております議案の

概要について説明をさせていただきます。まず、教育委員会の補正額は２,８１５万４千

円となっております。
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部長

委員長

また条例関係では、体育施設条例の一部改正で、公の施設改革計画の関係で休止状態と

なっておりました「蒲生緑のひろば」につきまして、地元との協議が一定整いましたので、

廃止をするものですが、今後、土地の返還にあたり予算措置等も必要になる見込みです。

契約議決関係では、（仮称）湖東学校給食センターの４本の契約議決、また入札の関係

で当初の議案には間に合いませんが、能登川支所・コミュニティセンター整備工事につき

ましては、最終日に提案、議決の方向で議会にお願いしております。

それぞれの詳細については、後程各担当から説明をさせていただきます。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。

本日は、早朝から八日市野幼稚園つつじ保育園一体化施設整備工事の竣工式にご臨席賜

り、誠にありがとうございました。おかげをもちまして、無事滞りなく終えさせていただ

いたところです。園内もご覧いただいたことと思いますが、芝生化された園庭や広々とし

た廊下に代表されますように、子どもたちが伸び伸びと過ごせる施設が整ったものと大変

喜んでおります。昨日は内覧会ということで、特につつじ保育園の関係の方々を中心にた

くさんの皆さんにお越しいただきました。

９月からはつつじ保育園の子どもたちが新しい園舎に移り、一体化施設としての運営が

スタートいたします。また、来年の４月からは八日市寺幼稚園の子どもたちも「わかば幼

児園」に移り、認定こども園として運営を開始いたします。円滑に運営できますよう、万

全の態勢で臨んでまいりたいと考えております。

さて、子ども子育て会議では、いよいよ保育料や待機児童解消のための確保策について

の具体的な数値を示しての議論がスタートしております。本日は、別の時間も取っていた

だき、これらの概要について説明をさせていただく予定をいたしておりますので、よろし

くお願いいたします。

また、かねてから能登川地区の待機児童解消と老朽化した施設への対応として進めてき

ております、めじろ保育園隣接地の東能登川農協施設用地の取得でございますが、このた

び東能登川農協さんをはじめ代替地の関係の方々の内諾を得られたことから、本日から認

定こども園または保育園設置事業者の募集を行いたいと考えております。募集概要です

が、種別としては、幼保連携型認定こども園または認可保育所、募集規模は定員１２５人

以上の施設、施設用地は、現在のめじろ保育園と隣接する取得用地を含め約５０００㎡の

土地を市から有償で借り受けていただきます。開園は平成２９年４月を目途にしており、

募集資格は、社会福祉法人または学校法人、取得見込みも含めてでございます。事前申し

込みを９月１９日にしていただき、質問等の期間を経て、最終の書類の提出は１１月２８

日として、年内には事業者の決定をしたいと思っております。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、議案にうつります。

議案第２３号東近江市通園通学バス使用料条例施行規則の一部を改正する規則の制定

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

教育総務課長

委員長

各課担当者

委員長

辻委員

管理監（学校

教育担当）

委員長

教育総務課長

委員長

辻委員

― 資料により説明 ―

説明が終わりましたが、ご意見やご質問はございませんか。

平たく言えばどういうことですか。

これまで１月間休業の場合、使用料を徴収していませんでした。夏季休業中の８月が該

当しますが、今年から８月に授業が始まりましたので、規定に基づくと数日の乗車で料金

を徴収することになります。そこで、これまでと同様に徴収しないための改正です。

よろしいですか。では、ご承認いただいたということで、議案第２３号については原案

どおり可決といたします。

続きまして、報告事項に移ります。平成２６年９月市議会上程案件について説明をお願

いします。

― 資料により説明 ―

・東近江市体育施設条例の一部を改正する条例案について

・（仮称）湖東学校給食センター新築工事請負契約の締結について

・能登川支所・コミュニティセンター整備工事請負契約の締結について

・補正予算概要について

・東近江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（案）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。

なお、保育にかかる条例改正については、定例会終了後に子ども子育て支援事業の説明

とあわせて改めて確認をいたしますのでよろしくお願いします。

学校教育課のエネルギー教育支援事業補助金については、特定のエネルギーに限らず、

いろんなエネルギーについて学ぶための補助金ですか。

そのとおりです。以前は原子力に限られるということで、機器購入でも放射能測定機な

どに限られるというときもありましたが、今は新エネルギーということで、実験備品も幅

広く購入することができ、手回し発電機や光電池等いろいろとございます。

他にありませんか。無いようですので、続きまして、東近江市市政功労者表彰の推薦者

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。

芸術作品をご寄贈いただいた方の推薦理由にある評価額については、評価者はどなた
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歴史文化振興課

博物館担当課長

委員長

各課担当者

委員長

坂田委員

生涯学習課長

委員長

教育総務課

主幹

委員長

で、どのように評価されているのですか。

１点は、県立美術館関係者と文化関係の団体に鑑定の依頼をしておりますので、そちら

からいただいた評価額の平均を評価額としてあげております。あと２点は、美術年鑑に記

載された金額を採用しております。

他にご意見ご質問はございませんか。

この後に市の審査会があるということですので、全てが通るとは限らないということで

すが、教育委員会として推薦していくということです。

それでは、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…教育委員会制度意識調査について

学校教育課…運動会・体育祭、全国学力・学習状況調査について

生涯学習課…事業報告・計画、やまの子キャンプについて

歴史文化振興課…事業報告・計画、ロボカップジュニア世界大会について

図書館 …事業報告・計画について

人権課 …人権ふれあい市民のつどいについて

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。

やまの子キャンプについて、フクロウコースの子どもたちと思いますが、終わってコミ

ュニティセンターに集合されているところに出会いましたので感想を聞いたところ、全員

がニコッとしてよかったとの返答をくれまして大変嬉しく思いました。いろいろ大変と思

いますが、そうした子ども達のために、ぜひ次年度もご尽力いただきたいと思います。

ありがとうございます。

他にご意見ご質問ございませんか。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、子ども子育て支援事業にかかる説明がありますので、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、９月２４日（水）午後２時から予定をしております。また、１０

月の教育委員会ですが、１０月２１（火）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８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。
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会議終了 午後３時３０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


