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平成２７年第７回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年７月２４日（金） 午後２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

こども未来部次長 杉村 彰信 教育部次長 稲本 正行

教育部管理監（生涯学習担当）清水 保 教育部管理監（国体担当） 石井 義伸

こども未来部管理監（幼児担当）藤原 真弓 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

学校教育課指導主事 北川 守一

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２２名

事務局 開会

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

席いただき誠にありがとうございます。７月１７日には台風１１号が四国に上陸し、各

地で被害が出ましたが、幸いにして本市では大きな被害がありませんでした。当日、市

内に暴風警報は出ていませんでしたが、長時間にわたり暴風雨の影響を受けたため、市

内すべての幼稚園・小中学校の休園・休校を決めていただきました。後日、現場の先生

に話を聞きましたところ、市内全域での対応を行ったことは良かったと聞いています。

さて、子どもたちは１７日が休校になり、終業式が行われない学校がある中で、夏休

みが始まりました。夏休み中に怪我や事故がないことを願いますとともに、勉強やスポ

ーツ、また、夏休みでしかできない体験、家族との触れ合い等、多くのことを経験し、

楽しい夏休みを過ごして欲しいと願っています。

７月６日に、岩手県矢巾町でいじめ被害を訴えていた中学２年生の男子生徒が自殺し

たとみられる問題が発生しました。詳しいことは、現在調査中ですが、情報共有という

点で課題が挙がっています。当市ではこの様なことが起きないように、再度、点検・検

証をよろしくお願いします。

それでは、平成２７年第７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６回定例会の会議録が事務局からあらかじめ配布され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６回定例会の議事録は承認いただききました。後ほど谷川委員と賀川委

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賀川委員と辻委員を指

名させていただきます。

次第に従いまして、１番の報告をお願いします。初めに教育長報告をお願いします。

皆様こんにちは。お忙しい中、ご出席いだきありがとうございます。今月の「湖国と

りびゅぬ」という新聞に谷川委員の記事が掲載されていました。「まちづくりは人づく

り」というタイトルの中で、「まちづくり協議会長を約８年間務めた後、現在はご意見

番に徹している。」と記載されていました。教育委員の２期目をお引き受けいただく時、

まちづくり協議会長を退き、教育委員として今の席についていただいていることを、記

事を見て改めて思い返していました。

委員長から話がありましたように、岩手県矢巾町のいじめ問題については、現在検証

途中ですが、文部科学省は、夏休み明けまでに各学校でどのような情報共有が行われて

いるのか、組織的な対応が徹底されているかの点について点検を行うと発表しています。

いじめの防止対策のための組織については、学校いじめ問題対策部会を各学校で組織し

ていますが、これが実質的な組織として機能しているかを改めて点検し、対策を検討し

て欲しいとの大臣の言葉でした。子どもの現状に合わせて組織が動いているのか、児童・

生徒の身近かにいる各担任の意識、意見が学校全体として迅速、適切に把握できる体制

がとられているかという点について確認していかなければなりません。そのために、今

年度から設置しました、学校問題対策支援室の機能を強化していく必要があります。現

在、対策室から様々な報告が出てきていますが、担当を核に情報が集約され、現場の先

生にも情報が伝達されていると感じています。学校だけでなく、教育委員会としても積

極的に動いていきたいと思っています。

台風１１号に関して、７月１７日に最も接近しましたが、暴風警報は台風の進路から

発令しないということが気象台の予想でした。しかし、暴風警報が発令され学校が休校

になった過去の状況よりも、当日は風が強く、突風がよく吹いていたと感じました。台

風１１号は雨台風でもありましたので、傘をさしての登校となると非常に危険であると

の判断で、近江八幡市の教育長とも連携をとり、２市は休校にすることを決定しました。

その後、同じ東近江地域管内の竜王町、日野町とも協議し、同じような地形、気象状況

であることから、最終的に２市２町で統一して臨時休業としました。このことに関して、

日野町教育長が臨時休業の措置は良かったと後日話されていました。市長と協議を行っ

た際にも、安全確保が第一との意見で、臨時休業の対応は妥当と判断したことから、７

月１７日は休みとしました。事前に台風接近が予想できたため、７月１６日に１学期終

業式を行った学校が、小学校１１校、中学校５校ありました。他の学校については、休

みになることを前提に１６日に夏休み前の指導を行い、休みを迎えるよう準備をしてお

り、終業の対応はできているとの報告を受けています。

次に、教育委員会関係の各事業についての報告です。７月５日にドラゴンカヌーヤン

グフェスティバルが開催されました。天気が心配でしたが、大きく天候が荒れることも



- 3 -

なく終了しました。また、７月１９日のドラゴンカヌー大会は、台風の影響で前日準備

も大雨の中で実施しましたが、当日は曇り空で、時折小雨が降ることはありましたが、

無事に終了いたしました。開会挨拶の中では、危機管理に関して十分配慮すること、参

加者も危機意識を持ち、決められたルールは絶対に守って欲しいと伝えました。また、

競技の諸注意の中でも、主催者、実施者、参加者ともに、危機意識を持つことを強調し

ました。危機管理マニュアルを作成し、関係者全てが共通認識の下で動けていたと思っ

ています。

８月３日から８月７日までの期間で、やまの子キャンプを開催します。８月５日には

教育委員の激励を行っていただく予定ですが、事前説明会でも危機管理や自己管理につ

いては、保護者にもお願いをしました。危機管理マニュアルを作成し、指導者と青年リ

ーダーに持たせ、危機管理は徹底していきたいと考えています。

７月１８日には、探検の殿堂において、特別展「未来への挑戦～Ｓｅｅｄｓを探り、

Ｎｅｅｄｓに育てよ～」のオープニング式典がありました。キャリア教育の一環として、

来館した子どもたちに夢を与えられる企画内容となっています。株式会社村田製作所か

らは、「ムラタセイサク君・ムラタセイコちゃん」が自転車や一輪車に乗る演出があり

ました。また、からくり人形を作成した方から、実際にからくり人形を動かされ、製作

過程に関する話もありました。宇宙飛行士の油井さんが宇宙に飛び立たれましたが、今

回の展示は科学館の要素も十分にあり、非常に見ごたえのある展示内容と考えています。

７月の校長会議において、指示・伝達した内容は次のとおりです。１点目は、６月議

会の報告を行いましたが、特に人材、歴史、文化、伝統など、地域の資源を十分に活用

した学校経営・運営を行い、地域と共にある学校づくりを進めて欲しいと再度伝えまし

た。２点目は、５月３１日の東近江大凧まつりの事故に関してですが、６月３０日に東

近江大凧保存会から、当時の状況等の報告がありました。その中で、今後の対応につい

てですが、現在、小学生を対象に凧作りや歴史を指導する「チャレンジ大凧２０２０」

を行っていますが、今年度の応募については中止するとのことです。ただし、昨年参加

した現６年生については、凧の飛揚、落下についての原理を説明する内容で、企画を継

続することにされました。この事業は、文化庁の補助金により運営されていますが、今

年度については補助金申請を行わず、凧の制作ではなく、凧の様々な原理などについて

説明を行う内容としたいということです。また、来年１月の成人式の２０畳大凧作成は

自粛をする方向です。小学校の総合的な学習の時間などで、凧作りを通じて地域の歴史、

文化、伝統などを学ぶ機会を設けていますが、これに関しては、地域の歴史、文化、伝

統を学ぶという授業の目的が明確で、非常に大事な学習の機会ですので、学習の一環と

して続けて欲しいと伝えました。ただし、飛揚については、事故等の原因究明がありま

すので、明確になった時点で協議していきたいと思います。八日市南小学校校長から、

総合的な学習の時間等の中で大凧作成について相談がありましたが、大凧保存会の思い

を伝え、製作については学習の中で進めていくと思います。３点目は校長面談に関して

ですが、学力向上の結果を可視化し、校長の動きを中心に面談することは以前から伝え

ていますし、教職員の新たな人事評価制度についても再度話をしました。校長が、学力

に関して学校をどのようにしたいかという目標を示し、その目標を教職員全員で共有で

きる手立てを工夫し、最終的に子どもの姿がどの様に変わるかを明示することが必要不

可欠です。それらを基にして、評価・考課に繋げていくことを改めて伝えてあります。
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次に、「まなびっこ」の活用状況ついてですが、小学５年生の夏季休暇中の課題とし

て活用するため、７月上旬にＤＶＤを一人１枚配りました。視聴のできない子どもにつ

いては、ＤＶＤプレイヤーの貸し出しを行いますので視聴できる環境は整っています。

学習習慣としては、スマイルネットを見る子どもは、その時間を決めて家庭で見ること

になりますが、ＤＶＤの場合についても、計画的に見る時間を定めて、家の中で机に向

って勉強する習慣を身につけて欲しいと思います。

全国学力・学習状況調査の結果については、８月２５日に公表が予定されています。

また、中学生と知事とが語る企画は８月１８日に実施されます。小学生との語る会は、

８月２１日に実施予定で、本市からは市原小学校の児童２名が参加することになりまし

た。

その他、学校教育にかかわる報告事項として、７月１４日に三者連携会議（警察、校

長、教育委員会）を開かせていただきました。今までにも、警察、学校、教育委員会と

の会議を行っていたのですが、今回は、小学校長会の代表、中学校は市内中学校の全校

長と教育委員会が一堂に会し、情報共有する機会を設けました。今年度は東近江警察署

長からも申し出があり、警察との連携強化を図る目的で、開催することができました。

最近の児童生徒の問題行動を見ていますと、学校だけでは対応できない、限界があると

感じています。問題行動の未然防止や早期解決のためにも関係機関との連携を深める必

要がありますので、今後も学期毎に１回程度開催したいと考えています。

７月２１日には、平成２７年度の文部科学省の委託事業の「自立的組織的な学校運営

体制の構築に向けた調査研究事業」に関して、教頭と事務職員を集めた研修会を開催し

ました。講師に鳴門教育大学大学院の久我直人先生にお越しいただきました。この事業

が設けられた背景に、教師と子どもが向き合う時間、あるいは教員同士の連携時間の確

保が必要であるとの調査研究があり、今後も研究内容を注視していきたいと思っていま

す。

次に、７月２１日、２２日、２３日、２７日、２８日の合計５日間で、東近江市就学

相談会を八日市南小学校で実施をしています。今年度は１２１名が対象者になっていま

すが、相談会終了後にも相談希望者が出てきますので、人数は増えるのではないかと考

えています。

滋賀県教育委員会教育長への政策提案についてですが、今年は８月下旬から９月初め

に要望を行いたいと思っています。内容は平成２８年度滋賀県予算編成に向けての政策

提案ということで、今年度も、小中学校の全学級における少人数指導の充実と生徒指導

教員等の配置の充実についての２点を中心に要望書を提出します。

文部科学省の動きですが、道徳の時間を特別な教科として位置づけ、学習指導要領の

一部改正が、３月２７日に提案されています。６月１５日には、道徳教育に係る評価等

の有り方に関する専門家会議が発足し、ここでは具体的な指導の改善策も含めて検討さ

れるということです。７月３１日には、あかね文化ホールで、滋賀県の道徳教育に関す

る研究会が開催される予定で、その時に文部科学省関係の講師が来られますので、改正

の内容にも触れられるかも知れませんので、今後の方向を見誤らないようにしていきた

いと思っています。

最後に、教職員等の指導体制の在り方に関する検討会についてですが、これは財政制

度等審議会及び経済財政諮問会議における、教員合理化計画などの議論が進んでいる中
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委員長

賀川委員

教育部次長

賀川委員

教育部次長

賀川委員

教育部次長

賀川委員

委員長

教育長

で、それに対抗するための対応策の検討会が実施されたものです。財政部局の主張に対

抗していくものであり、できることは限られますが、注目していきたいと考えています。

以上です。

ただいまの教育長の報告について何かご意見、ご質問はありますでしょうか。

今回議案にあがっている雪野山古墳に関して、古墳を越えて近江八幡に至る道路につ

いてですが、小さな交差点ごとに歩道に関する標識が立っているという地域がありまし

た。歩道と自転車道とが共有する部分について、道路交通法の改正後の運用をどのよう

にするかは、教育委員会だけではなく警察も関係していると思いますが、人通りが比較

的少ないような地域においても標識があり、気になりましたので質問しました。

標識については、道路管理者が設置しています。当該道路は県道ですので、県が設備

を設置しています。現在、通学路安全点検を行っていまして、自転車通行可の歩道の標

識について警察に確認いたしました。道路交通法の改正に伴って、警察としては自転車

通行可の標識を外すことはしないという方針です。自転車は歩道を走行したら違反にな

るということではなく、歩行者がいる場合には、歩行者の通行の妨げをしてはいけない

ということです。車道を通行することが危険だと感じれば、歩道を通っても道路交通法

上問題はありまません。ですので、自転車は必ず車道を走らなければならないというこ

とではありません。

自転車が歩道を通る場合のルールについて、子どもたちにもわかるような指導ができ

ればと思います。

現在、自転車が通行可能な歩道設置する際には、３メートル５０センチ以上の歩道幅

員が必要となります。通常の２車線道路の市道の場合、片側の車道部分の幅員が２メー

トル７５センチということなので、車道よりも歩道の方が広いことになります。

私が確認したのは、おそらく１メートル２０センチ程度だったと思います。

その道路は、以前の基準で設置された歩道ではないかと思われます。

わかりました。ありがとうございました。

他にご質問はありませんでしょうか。ここで先ほど教育長報告の中でありました「ま

なびっこ」について、実際に見ていただこうと思います。準備をよろしくお願いします。

― まなびっこを視聴（国語） ―

国語に関しては、主に全国学力テストのＢ問題を扱っています。
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学校教育課指

導主事

教育長

辻委員

学校教育課指

導主事

辻委員

教育長

委員長

教育部長

全国学力テストのＡ問題というのは、各校の取組みで向上傾向にありますが、Ｂ問題

については活用能力が十分ではなく、対応する学習として教育委員会でこの番組を作成

しました。小学校５年生の児童を対象に、東近江市スマイルネットで午前に国語、夕方

に算数の放送を見て、テキストに取組む学習内容です。国語は筑波大学付属小学校の二

瓶弘行先生、算数は武庫川女子大学の西尾博行先生に監修に携わっていただき、製作を

進めてきました。

ＤＶＤは国語、算数で各１枚ずつであり、約 1,000 枚配布しました。これにより、コ

ンピュータ室で「まなびっこ」を学習すること、自習で活用すること、また算数の授業

の始めに使うこともできます。算数は、主に基礎基本の問題を中心にしていますが、市

内の児童は、言葉を使って説明する問題が非常に苦手ですので、それに対応できる番組

も用意しています。

― まなびっこ視聴（算数） ―

キャラクターデザインはどうしているのですか。また、吹き替えの声については誰が

していますか。

キャラクターはホームページで専用サイトを利用しています。また、声については、

先生役はスマイルネットのアナウンサー、子ども役は、指導主事の子どもがやっており、

手作りで制作しています。

算数の答えの導き方について、親の世代が習ったものと大きく違うように思いますが、

子どもたちは難しい導き出し方をしていると感じました。親の習ったやり方と今のやり

方が違うので、家庭での指導が難しいのではないかと思いました。

親の世代が習ったやり方から、変わっているところも多くあります。この「まなびっ

こ」を親子で一緒に見ていただければと伝えています。

以上で「まなびっ子」の視聴を終了します。ありがとうございました。それでは続い

て、教育部長からの報告をお願いします。

７月１６日・１７日に福祉教育こども常任委員会の行政視察に同行しました。秋田県

秋田市と藤里町の視察報告をさせていただきます。秋田市では、学校教育の重点施策、

学校訪問での指導内容、教職員の研修内容、学力調査の活用について研修しました。教

職員研修は、平成２７年度は全７４講座が実施され、各校の専門研修は各教科小中合同

研修会、全市一斉授業研究会を予定され、研究会は平成２２年から始められ今年で６年

目ということでした。秋田市は人口約３０万人で、市街地では核家族化が進んでいます

が、家庭の協力は得られているとのことでした。宿題とは別に家庭学習ノートで好きな

勉強を進め、そのノートで先生とのやり取りを行い、毎日コメントを記入し、家庭に返

すということでした。秋田県は全国学力テストで最下位に近い時代がありましたが、先
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こども未来部

次長

委員長

生たちの自主的な取組みを積み重ね、校内研修体制強化や、自発的な研修を続けてきた

結果、少しずつ効果が出ています。４月の全国学力調査の他に、１０月に市独自で基礎

学力調査を小５、中２で実施し、１２月に県学習調査が小４、小５、小６、中１、中２

で実施されています。こちらの内容を踏まえて学習指導改善の方策を作成し、各学校に

資料を配布されます。３月には授業改善のポイントの作成と実践事例集の作成と配布が

行われています。教師によるきめ細かな対応、放課後の勉強会の開催、苦手職員のモチ

ベーションを上げる指導が行われています。また、道徳の授業については、保護者の参

観を行い、保護者を巻き込んだ授業の取組みもされています。研修を終えた議員からは、

学力向上には急に効く薬はないが、大事なのは積み重ねだとの感想がありました。学力

の向上は、時間がかかるということを認識されたのではないかと思います。

また、藤里町は秋田県と青森県の県境の町で、人口約３千８百人、世界遺産白神山地

の麓の町です。特に、社会福祉協議会による活動が積極的に行われています。社会福祉

協議会が全戸に家庭調査をしたところ、１００名ほどのひきこもりがいることが判明し、

この活動が平成２５年にＮＨＫの番組で取り上げられました。社会福祉協議会の職員の

みなさんの仕事ぶりに感銘を受けました。私からは以上です。

続きまして、こども未来部からの報告をお願いします。

本日は部長が欠席ですので、次長が代わりまして報告をさせていただきます。

７月に、延命子ども園及び（仮称）蒲生幼児園の園舎建築工事の安全祈願、起工式を

建設予定地で行いました。教育委員長、教育長には（仮称）蒲生幼児園の園舎建築工事

の起工式に出席いただきありがとうございました。本市では、今後３年間で、公立、民

間ともに認定子ども園化に向けた建築が集中しますが、今後の工事が円滑に進み、教育

保育環境の向上、待機児童の解消につながることを期待しています。また、６月２７日

には、保育士への就職希望者を対象とした就職フェアを開催いたしました。これは、保

育士として就職を希望される方に本市の保育園、認定子ども園への理解を深めていただ

き、東近江市内で働いていただく保育士の確保に繋げるため開催したものです。今年で

３回目ですが、参加者も年々増えており、今年は４０名を超える参加者がありました。

３分の１は市外からの参加者で、就職フェアも定着してきたと実感しています。参加者

のアンケートも非常に好評で、このような取組みが市内の保育園や認定子ども園で保育

士として働いていただく方の確保に繋がるものと確信したところです。賀川委員が学長

を務めるびわ湖学院大学からも多数の参加をいただきありがとうございました。

さて、全国では、この１カ月で子どもたちが巻き込まれる事件、事故が数多く発生し

ています。小学校６年生の女児連れ去り、父親の放火による子ども４人の焼死、中学２

年生男児の自殺、そして乳児５人の遺棄された遺体が発見された事件、いずれも大人の

ありようが問われる事件でした。本市においても、こども相談支援課などで対応してい

る事案の中には、命の危険に繋がりかねない事案も見受けられます。学校・園との連携

をより一層深め、子どもに寄り添った対応に心掛け、このような事件が絶対に起こらな

いように努めていきます。以上です。

ありがとうございました。各部から報告がありましたが、何かご意見ご質問はありま
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せんでしょうか。

―質問・意見等なし―

なければ続きまして、議案に移ります。議案第２２号東近江市国史跡雪野山古墳保存

管理計画作成委員要綱の制定について、担当から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。この件について何かご意見ご質問はありませんでしょうか。

ご意見ご質問ないようですので、議案第２２号につきまして、ご承認いただけますで

しょうか。

― 異議なし ―

それでは議案第２２号については原案通り可決とさせていただきます。続きまして、

議案第２３号東近江市国史跡雪野山古墳保存管理計画策定委員 の委嘱について、担当か

ら説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件について何かご意見ご質問はありませんでしょうか。

ご意見ご質問ないようですので、議案第２３号につきまして、ご承認いただけますで

しょうか。

― 異議なし ―

それでは議案第２３号については原案通り可決とさせていただきます。続きまして、

議案第２４号東近江市史編さん資料整備活用委員会委員の委嘱について、担当から説

明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件について何かご意見ご質問はありませんでしょうか。

ご意見ご質問よろしいでしょうか。ないようですので、議案第２４号は承認いただけ

ますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは議案第２４号は原案通り可決とさせていただきます。以上で、本日の議案に
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ついては、すべて原案通り可決されました。

それでは３のその他に移ります。各課から説明をお願いします。

学校教育課・・・学校教育課だより

学校施設課・・・政所小学校（廃校）窃盗事件、湖東学校給食センター竣工式

教育研究所・・・教育研究所だより

生涯学習課・・・事業報告、やまの子キャンプ概要、イベント報告

歴史文化振興課 博物館Ｇｒ・・・報告事項

図書館・・・・・報告事項、

幼児課・・・・・（仮称）蒲生幼児園の園名の募集

全ての案件の協議、報告が終了致しました。改めて何かご意見ご質問がございません

でしょうか。

（仮称）蒲生幼児園についてですが、愛東幼稚園の整備の時には園庭の築山を一旦撤

去して、再度整備するという話がありましたが、（仮称）蒲生幼児園には築山を整備す

る予定はありますか。

（仮称）蒲生幼児園には、築山の計画はありません。

報道等でも話題になっていますが、神戸市の連続児童殺傷事件を起こした加害者男性

の手記が出版されて、滋賀県では未成年者への貸し出しを禁止しているということです。

本市の図書館はどのような対応をしますか。

神戸市連続児童殺傷事件の加害者である少年Ａの手記の資料提供については、全国の

図書館で対応が分かれています。図書館の自由に関する宣言が日本図書館協会から出て

いますが、図書館は資料収集、資料提供の自由を有するという趣旨に基づき、本市の図

書館としては、年齢等の制限は行っていない状況です。現状２冊の図書を有しています

が、通常の貸出を行っています。７月２４日午後の時点で貸出予約が２０件あり、すべ

て成人からの予約となっています。予約の状況から、８、９カ月程度は予約の順番待ち

となります。県立図書館については、年齢制限を取る対応をしているのですが、県内の

状況は、年齢制限を取らない市町が多い状況です。図書館は知る権利を保障するという

任務が重要であるということに基づいて、各市町で対応をしていると思われます。一定

期間が過ぎた後、その本をどこに保管をするかは、その時点の判断になりますが、関心

の高い図書については、盗難や切り取りなどの事故が発生する可能性があります。この

本がどの様な点で問題があるのかを職員が説明をするなど、適切な対応をしながら提供

をしていきます。今まで市民から質問、意見も受けておりませんので、冷静に利用され

ていると感じています。

他にはよろしいでしょうか。なければ、次回の定例会については８月２４日月曜日午

後２時から、東庁舎Ａ会議室で予定していますのでよろしくお願いします。また、９月
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の教育委員会は、９月２５日金曜日午後２時から、東庁舎Ａ会議室でよろしくお願いし

ます。それでは、最後に連絡事項よろしくお願いします。

― 当面の日程についての説明 ―

では、以上をもちまして平成２７年第７回教育委員会定例会を終了させていただきま

す。本日は皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。

会議終了 午後３時５５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


