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平成２７年第５回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年５月２５日（月） 午後１時００分 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 教育委員長 坂田 正幸 委員長職務代理者 谷川 裕一

教育委員 辻 京子 教育委員 賀川 昌明

教育長 市川 純代 教育部長 中谷 逸朗

こども未来部長 藤田 善久 教育部次長 稲本 正行

管理監（生涯学習担当） 清水 保 管理監（国体担当） 石井 義伸

学校教育課長 宮居 伝 教育総務課長 大辻 利幸

歴史文化振興課長 上川 喜久 歴史文化振興課博物館担当課長 徳田 嘉治

学校施設課長 藤田 孝司 学校給食センター所長 辻 平

教育研究所長 中野 正堂 幼児施設課長 三上 俊昭

図書館長 松野 勝治

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２０名

事務局 開会

委員長 皆様こんにちは。本日は教育委員会定例会を開催いたしましたところ、お忙しい中お

集まりいただきありがとうございます。また、本日午前中には、総合教育会議が開催さ

れましたが、ご出席いただいた委員の皆様には大変お疲れ様でした。第１回の総合教育

会議ということで、市長と教育委員会とが、それぞれ情報を共有しながら教育行政を進

めていくことが確認できました。

また、５月１５日には滋賀県都市教育委員会連絡協議会の理事会・総会が開催されま

した。今回は東近江市が会場であり、委員の皆様や事務局には会場準備や視察案内など

色々ご協力いただきありがとうございました。総会では、教育委員、教育長、部長とそ

れぞれの立場で、研修会や懇談会の機会を通じてより一層連携を蜜にしていこうという

ことが確認できました。

また、５月７日から制作を始めましたミニ大凧は、多くの方の協力をいただき完成い

たしました。また、昨日のミニ大凧のテスト飛揚では安定飛揚だったと報告をいただい

ています。５月３１日の大凧祭も天候に恵まれますことを願っています。

それでは平成２７年第５回教育委員会定例会を開催いたします。最初に会議録の承認

ですが、第４回定例会の会議録つきまして、事務局からあらかじめ配布され、委員の皆

様には熟読していただいていると思います。会議録の内容についてご異議はございませ

んか。
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委員

委員長

教育長

― 異議なし ―

それでは、第４回定例会の議事録は承認をいただきました。後ほど、賀川委員と辻委

員にご署名をお願いします。なお、今回の定例会の議事録署名は、辻委員と谷川委員を

指名させていただきます。それでは次第に従いまして、１番目の報告をお願いします。

始めに、教育長から報告をお願いします。

本日１０時から第 1 回総合教育会議を開催させていただきました。本市においては東

近江市教育振興基本計画を平成２６年度から運用しておりますので、基本計画を大綱と

して進めて行くことが決定いたしました。それぞれの部署においても具体的な取組みを

定めていますので、計画に基づいて事業を進め、結果も当然求めていきたいと思ってい

ます。

今週末には、大凧まつりが開催されます。５月５日の願い札貼りで始まり、ミニ大凧

の作成には委員の皆様をはじめ、多くの方に参加いただきました。大凧まつり当日も色々

とお世話になりますが、よろしくお願いします。

５月１３日には、滋賀県学校給食会の理事会がありました。平成２６年・２７年と役

員ですので理事会に出席をいたしました。事業報告、本年度予算、事業計画について報

告がありましたが、会議の中で牛乳納入業者への指導等について質問をさせていただき

ました。この具体的な内容につきましては、後ほど報告させていただきます。

５月１６日には、八日市文化芸術会館において市民朗読劇の結団式が行われました。

市制１０周年記念事業であり、出席させていただきました。小学１年生から、一般の方

については８０歳代の方が参加されています。朗読劇の募集にはたくさんの応募があり、

小中学生は２３人、高校以上の一般の部ではオーディションがあり５９名の方が合格さ

れました。その結団式ということでしたが、１１月１４日が朗読劇の発表会本番となっ

ております。その他、１０周年の記念事業は多くありますが、昨日は名神八日市カント

リーにおいて、関西オープンゴルフ大会が開催されています。

また、東近江市と大学共同利用法人情報システム研究機構国立極地研究所との間で、

相互協力に関する協定を結ぶ予定をしております。協定に向けて協定書の案など現在準

備を進めているところです。

次に、報告になりますが、４月２３日・２４日に京都府城陽市におきまして、近畿都

市教育長協議会の定期総会・研究会が開催されました。また、５月２１日、２２日には

神奈川県厚木市で全国都市教育長協議会の総会・研究会が開催され、両会議に出席をい

たしました。そこでも議題となっていましたのが、総合教育会議に関することです。地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正をする法律が本年４月から施行され

ておりますが、現在、全国には８０１都市がありますが、１５９都市で新教育長でスタ

ートしております。大綱の策定に関しましては、本市同様、教育振興基本計画を大綱に

移行する自治体が非常に多くございました。

また、国の施策説明の中で、コミュニティスクールの推進が話題になっておりました。

現行の事業として、学校地域支援本部事業や地域教育協議会など色々な事業があります

が、現行の事業をどのように生かすか、学校が地域のコミュニティの核であることには

間違いありませんので、推進の方法をしっかり見極めて行きたいと思っています。また、
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学校施設整備補助金についてですが、平成２６年度までは、学校耐震化を集中して進め

てきたのだが、一定目途がついたということで、今後は財政当局との調整により長寿命

化等を進めて行く方針であるとの文部科学省の説明でした。

学校教育関係では、５月１４日から各学校で人事訪問を行っております。今までに３

小学校、４中学校を訪問いたしました。主に年度末の人事異動後の新年度の定着状況・

各職員の勤務状況、今後６年間の児童生徒数・学級数の推移、特別支援学級の見通し等

について聞き取りを行っています。超過勤務の削減、事故・不祥事の防止についての取

組み等の状況についても聞いています。また、教職員の研修についてですが、初任者研

修、１０年経験者研修、県では５年経験者研修もあり、さらには校内研究も進めてもら

っています。このように校外研修・校内研修とＯＪＴ研修を進めて行く中で、職員の資

質向上に努めて欲しいということも指示しました。

また、「まなびっこ」に関してですが、現在作成を行っていますが、教科書を執筆さ

れた著者２名の先生に指導を受けて研修を行いました。国語は二瓶弘行先生で、筑波大

学付属小学校の先生でありながら、立教大学文学部の兼任講師をされています。また、

算数は西尾博行先生で、武庫川女子大学の文学部教育学科特任教授、算数科では中心的

な方で、校長もされていました。４月２９日に制作会議を開かせていただき、本市の取

組みや計画を説明させていただき、色々とご指導をいただきました。

次に、校長会議についてですが、主に４点話をさせていただきました。１点目は、本

市の各計画の策定過程について説明をさせていただきました。教育委員会関係では、東

近江市教育振興基本計画があり、これは東近江市総合計画をもとに策定されていること

を説明しています。また、教育基本計画を総合教育会議の大綱としても活用していくこ

とから、計画を確実に実行して欲しいと指示しました。

また、平成２７年１月に文部科学省から、公立小学校中学校の適正規模・適正配置に

関する手引きが出されておりますし、３月には、コミュニティスクールの推進等に関す

る調査研究会議から、コミュニティスクールを核として地域と共にある学校づくりの一

層の推進に向けてという提言が行われています。したがいまして、児童生徒数の今後の

推移をしっかりと見ていきたいと思います。適正規模とされている規模より小規模の小

中学校がありますので、この手引きや提言がなされたことをしっかり受け止め、今後の

各学校の子どもたちの人数の動向を注視するように伝えました。特に、提言の中には中

学校区をひとつの運営単位とした捉え方もあり、現在は保幼小中の連携を教員同士の連

携は行っていますが、ＰＴＡの連携の視点もあるのではないかとの話をしました。コミ

ュニティスクールの場合、地域と一緒にやっていくわけですから、保護者同士の連携、

学校と保護者との連携が必要かと思います。

２点目は、いじめ防止に関してですが、いじめが原因で３０日以上欠席する子どもが

いる場合には重大事案として対処していかなければなりません。その場合は市長に報告

していますが、本年度はすでに１件報告があります。初期対応が不十分であることが原

因で、結果的に長期の欠席になったり、あるいは事態が悪化することがありますので、

初期対応について十分に配慮するように指示しています。問題が発生した時の事後処理

を迅速にすること、事後指導は丁寧に行うこと、親身になって対応し、じっくりと相手

の話を聞いて欲しいということを伝えました。堺市教育委員会の野口元教育長がＯ－１

５７の問題対応の際「先手は説明である。後手は言い訳になる。」と言われたとのこと
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委員長

委員

委員長

教育部長

委員長

です。初期対応をしっかりするように指示を行いました。また、今年度設置いたしまし

た学校問題対策支援室についても、警察等とも連携して、体制を充実させていきたいと

思っております。

３点目は、学力向上策として「まなびっこ」を積極的に活用して欲しいということで

す。今年度は視聴が出来るＤＶＤプレイヤーも貸し出しすることにしておりますので、

休業期間中の課題のひとつとして実施するように協力を求めました。

４点目は、東近江市の小中学校教職員のモラルについて指針を策定いたしましたので、

その内容を説明しました。教職員は大人ですので、モラルは個人の問題ではありますが、

やはり児童生徒、教職員をトラブルに巻き込まない、双方を加害者、被害者にしない、

そのような環境整備が必要です。これも教育委員会としての務めであるとの思いから、

指針に沿った指導の徹底をお願いしました。私からは以上です。

ありがとうございました。ただ今の報告について何かご意見ご質問はありませんでし

ょうか。

― 質問・意見等なし ―

なければ、続いて教育部長より報告をお願いします。

５月２１日に福祉教育こども常任委員会協議会が開催されました。後ほど６月議会提

出案件及び報告案件をそれぞれ担当課からご説明申し上げます。私からは委員会協議会

での主な内容を報告させていただきます。

補正予算の案件では、通級指導教室についての支援体制等の質問が議員からあり、担

当から答えさせていただきました。また、能登川支所・コミュニティセンター整備工事

変更契約では、整備後の駐車台数、収用に伴う申請認定の状況等の質問をいただきまし

た。整備後の駐車台数については、やわらぎホール等も含めて約３００台あること、収

用の認定状況については、県に申請を提出している状況で、今後認定に向けて協議を進

めていくことについて説明を行いました。また、変更契約に関しては、どのようなルー

ルに基づいて契約が行われているのかのとの質問がありました。東近江市建設工事の設

計変更等に関する要綱に基づき行われていると思うが、変更に関しては慎重な対応をす

るようにとの意見がありました。また、五個荘中学校改築工事の瑕疵報告については、

塗装の際のアレルギーへの対応、研磨時の粉塵対応、品質保証について十分確認し施工

を行うよう意見がありました。

学校整備に関する補助金についてですが、今年度は耐震化を中心に行っていくとの文

部科学省の方針でありますので、長寿命化に関しては今年度については厳しい状況です。

しかしながら、先程も教育長からもありましたが、次年度以降は長寿命化についても対

応されることを確認しています。私からは以上です。

続きまして、こども未来部長より報告をお願いします。
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こども未来部長

委員長

幼児施設課長

委員長

委員

委員長

こども未来部からは、最近の動向並びに６月議会提出予定案件についてご報告申し上げ

ます。新年度とともに新たな子ども子育て支援制度がスタートし、２ヶ月近く経過しまし

た。また、こども未来部の事務フロアが本館に移り、１ヶ月が経過しようとしております。

おかげをもちまして、特に混乱も無く、スムーズにスタートが切れたと感じております。

今年度も、幼児施設の芝生化に取組むこととし、さくらんぼ幼児園、八日市幼稚園、建

部幼稚園の３園の園庭の芝生化を進めます。６月６日土曜日には、３園の保護者や園児の

皆さんにご協力をいただき、芝生の植付け作業を行います。特に、建部幼稚園については、

まちづくり協議会の事業として取組んでいただけるということで、管理も含めお願いする

こととしております。今後は園庭を使ったイベント開催などにも取組んでいただけるもの

と大変期待をいたしているところであり、また、他の地区での取組みに繋がるのではない

かと注目いたしております。

６月議会への提出案件としては、補正予算と（仮称）蒲生幼児園新築工事請負契約の締

結議決を予定しております。補正予算では、（仮称）五個荘東幼児園建設事業費並びに（仮

称）愛東幼稚園新築にかかる用地造成工事費を計上したものです。また、契約議決につい

ては、過日実施いたしました入札に基づき株式会社奥田工務店東近江支店との契約を締結

するため議案を提出するものです。詳細は後ほど説明いたします。私からは以上です

各部長から報告がありましたが、ご意見、ご質問はありませんでしょうか。

私からは、幼児施設の芝生化について質問ですが、建部幼稚園はまちつくり協議会が

管理を行うとのことですが、さくらんぼ幼児園及び八日市幼稚園についてはどのように

管理をしていくのでしょうか。

さくらんぼ幼児園は、昨年度保護者にアンケートを行いました。芝刈り機は市で準備

しますが、５月から１０月までの間、週１回から１０日に１回程度芝刈りを行うことと

した場合、保護者が、年に１回程度、１回２時間程度の芝刈りをお願いできないかをア

ンケートで聞きました。その結果、保護者の約６５％、７割近くの方が賛同していただ

きましたので、それをもって芝生化することを決定しました。６月に芝の植え付けを行

い、８月ごろから実際の芝刈りを実施する予定です。今年については役員が芝刈りを行

いますが、来年からは年１回程度、３名体制で保護者にお願いしたいと考えております。

八日市幼稚園については、園児が帰ってから職員が芝刈りを行う予定です。しかし保護

者が子ども達を幼稚園に迎えにきたときに、職員が芝刈りをしている様子を見ることで、

保護者自らが手伝っていただけることを期待しています。

管理の方法については、十分にご検討いただけたらと思います。他はよろしいでしょ

うか。

― 意見・質問等なし ―

では、続きまして２の報告事項に移ります。それでは平成２７年度６月市議会上程議

案等について説明をお願いします。
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各課長

委員長

賀川委員

学校施設課長

委員長

管理監（生涯

学習担当）

委員長

谷川委員

管理監（生涯

学習担当）

谷川委員

― 資料に基づき、各課から説明 ―

報告事項が続きますので、ここまでで、意見、質問を求めます。何かありますか。

五個荘中学校の塗装のはがれに関して、塗り直しを行うとの説明でしたが、この場合

施工業者に対してはどのような処分を行うのですか。

施工業者が使用した製品ついては、２次製品の使用であり、また市の材料承認を得て

いることから、契約審査会においては、業者だけの責任とすることには処分が重すぎる

との判断から、処分は行わないとの決定に至りました。しかしながら、契約における瑕

疵担保の観点から、補修は当然であり補修部分についても通常以上の耐久性を求めるこ

ととしました。通常のメーカー保証ですと２年間の保証がありますが、今回は３年間の

保証を要求しています。

コミュニティセンターの運営委員会に出席しましたが、そこでセンターの使用料が改

定される理由についての質問が運営委員からありました。利用料を改定する理由を明確

に説明して欲しいと思います。

公の施設全般において使用料の見直しを行っています。受益者にどれだけの負担を求

めるかという視点から検討を行っています。コミュニティセンターは、受益者が限定さ

れている施設ではなく、利用者だけでコミュニティセンターの運営管理費すべてを負担

してもらう施設ではありません。基本的には管理運営費の５０％を利用者の使用料で賄

っていこうという考え方です。そのために使用料を改定しますと、必要となる使用料は、

現在の約３倍になります。それでは急激な値上がりになりますので、現在の利用料に応

じて、急激な改定にならないような措置をとっています。その辺を考慮しまして、現在

の改定額となっているわけです。

市民は使用料の値上がりに関して敏感になっていますが、なぜ使用料を上げなければ

ならないかなどの理由については知りません。丁寧な説明をお願いします。

もっと市民に分かりやすい説明をすべきです。例えば、電気料金の値上がりによって

維持管理費が上昇し、そのために利用料を上げざるを得ないという説明なら、市民にも

理解を得られやすいと思います。しかし、本来ならもっと利用料金が高いはずであるが、

安く抑えていて、しかし値上がりはすると説明されても、市民にはわかりにくいと思い

ます。

公の施設の使用料に関しては、１０年前の合併時に利用料の平均を採用して、その後

これまでほとんど見直しを行ってきませんでした。今回、施設の管理運営費の半分を利

用者の使用料で賄うという基本的な基準によって、使用料を積算する方法にしました。

合併後１０年間そのままで、なぜ来年から改正する必要があるのかの説明がなければ、
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教育部長

谷川委員

教育部長

委員長

委員

委員長

各課長

委員長

辻委員

学校施設課長

辻委員

幼児施設課長

賀川委員

幼児施設課長

なかなか市民に理解されないと思います。

公の施設改革計画の中での議論や、定期監査においても適正な使用料についての指摘

がなされてきました。受益者が限られていて管理費用のすべてを負担する施設、また市

民の多くが利用する施設で管理費の半分、あるいは一部を負担する施設など、受益者と

施設管理の考え方を整理する時期に来ているという判断に至ったものです。市民の負担

が急激に増えないように、段階的な措置もとったわけです。しかしながら、なぜ今見直

しが必要なのかに関しては、もっと市民に対して説明をしていかなければならないと考

えます。

利用者や市民には、もっとわかりすい説明が必要です。

平成２８年４月から改定しますので、今年１年をかけて市民の皆さんには丁寧な説明

を行っていきます。

十分な説明をよろしくお願いします。他に質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

先程に続いて、２の報告事項の説明を各課からお願いします。

― 資料に基づき、各課から説明 ―

ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございませんか。

能登川南小学校の芝生化の補助金が採択されなかった理由はなんですか。

交付申請事業に係る採択については、その経過など詳細については知らされていませ

ん。結果として不採択との回答が通知されました。原因については承知していません。

幼児園や認定こども園が整備されていますが、園児が利用する遊具について、どのよ

うなものを整備するのか、何が園児にふさわしいのかの検討はなされているのですか。

保育園・幼稚園の職員と相談をしながら、どのような遊具が必要かを検討しています。

愛東幼稚園の新築のために造成工事が行われるとのことですが、緑地にある築山の撤

去に関して、工事完成後に築山は復元するのですか。

現在、緑地にあります築山は工事に支障があるため、一旦撤去します。現在の築山は

３歳児には大きすぎますので、工事後は幼稚園で利用できるよう、もう少し小さくして

復元する予定です。
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賀川委員

辻委員

幼児施設課

賀川委員

委員長
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築山というのは、自然体験を含めて、幼児の運動能力を育成するのに適しています。

貴重な遊具になると思いますので、復元に関して十分に検討をお願いします。

近年、子ども達が室外で遊ぶ環境が少なくなっていますが、安全に子ども達を見守れ

る目があるならば、少しぐらい冒険のできる遊具や、達成感を得られる遊びが必要と思

います。最近ではＮＰＯなどが冒険心を掻き立てるような遊び場をつくっています。

遊具を選定する際には、子ども達がのびのびと遊べる方法も検討して欲しいと思います。

園の職員は、園児が怪我をしないことを一番に考えています。３歳、４歳、５歳の園

児それぞれあった遊具が整備されているのが理想であると考えます。

規格品の遊具では、対象年齢が決まっているので、遊具の利用に年齢による利用の段

差が出てしまいます。５歳児用の遊具を４歳児が利用すれば危険になりますが、その辺

は指導の中で色々な年齢に対応した使い方をして欲しいです。その点では築山などは遊

具として非常に利用の幅があるのではないでしょうか。

工夫をよろしくお願いします。その他、ご意見、ご質問はよろしいかですか。

― 意見・質問等なし ―

それでは、３のその他に移ります。それでは各課から報告をお願いします。

教育総務課・・・第３９回全国高等学校総合文化祭滋賀大会の開催について

学校教育課・・・学校教育課だより

生涯学習課・・・報告事項

歴史文化振興課 博物館 Gr・・・報告事項

教育研究所・・・教育研究所だより

図 書 館・・・報告事項

ありがとうございます。各課から報告いただきました。全体を通して、ご意見やご質

問はありませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

次回定例会の日程は、６月２４日水曜日午後２時から、今回と同じ場所、東庁舎東Ａ

会議室で予定いたしておりますので、よろしくお願いします。

また、７月の教育委員会の日程ですが、７月２４日金曜日午後２時からに決定します。

同じく、東庁舎の東Ａ会議室でよろしくお願いします。それでは、最後に連絡事項お願

いします。
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事務局

委員長

― 当面の日程について説明 ―

では、以上をもちまして平成２７年度第５回教育委員会定例会を閉会とさせていただ

きます。本日はお疲れさまでした。

会議終了 午後２時３５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


