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平成２７年第９回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年９月２５日（金） 午後２時００分 開会

場 所 市役所新館 ３１９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

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

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 幼児施設課長 三上 俊昭

図書館長 松野 勝治 幼児課主幹 坂田ますみ

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上１９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しましたところ、大変お忙しい中、出席い

だきありがとうございます。暑さが厳しかった夏も終わり、大変過ごしやすい日が続い

ています。このような気候が長く続くことを祈っていますが、９月９日には、１８号の

影響で関東・東北地方では甚大な被害が発生しました。東近江市においては、幼稚園、

小中学校が休園・休校となりましたが、幸いに市内で大きな被害は出ていないと聞いて

います。

２学期を迎え、市内の多くの小中学校で運動会・体育大会が開催されました。私は、

９月１１日に聖徳中学校と永源寺中学校の体育大会に参加しましたが、大規模校は大規

模校なりの、小規模校は小規模校なりの良さと課題が見受けられました。しかし、子ど

も達は競技、演技に一生懸命取り組んでおり、このような行事を通して、仲間づくりに

より一層取り組んで欲しいと思います。

昨夜は、東近江市制１０周年記念事業であるＮＨＫ番組「ごきげん歌謡笑劇団」の公

開収録に出席しました。収録番組の独特の様子が見られ、大変楽しむことができました。

番組を通して、東近江市の話題や土地柄等を多く紹介していただきました。放送はＮＨ

Ｋで数回放送され、海外での放送もあるとのことです。

それでは、平成２７年第９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

認についてですが、第８回定例会の会議録が事務局からあらかじめ配布され、確認して

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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各委員

委員長

教育長

― 異議なし ―

それでは、第８回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど辻委員と谷川委員に

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谷川委員と賀川委員を指名

させていただきます。

それでは次第に従いまして、「１ 報告」をお願いします。最初に教育長から報告をお

願いします。

皆様こんにちは。９月２３日に、元教育委員長の川副美知子様の告別式が行われまし

た。教育委員ご就任中は、大変お世話になりましたので非常に残念です。心よりご冥福

をお祈りいたします。

９月９日に予定していました中学校の体育大会は、台風の接近に伴う学校の臨時休業

のため延期となりました。大変雨風が強い台風でしたが、本市においては台風による大

きな被害はありませんでした。しかし、関東地域を中心に大きな被害があり、台風によ

る被災地の方々には、これから復興が大変です。日本全国で自然災害が続いていますが、

日々、危機意識を持ちながら対応していきたいと考えています。

９月１９日は、各小学校の運動会に皆様ご参加いただきありがとうございました。天

気は秋晴れで非常に良かったのですが、当日は県下全域に強風注意報が出されていまし

た。警報ではありませんでしたが、非常に風が強く、テント等が飛ばされることを心配

していましたが、事故も無く全ての学校で運動会を終えることができました。

９月１日には、滋賀県教育委員会の河原教育長を訪問し、平成２８年度予算編成にあ

たっての政策提案を行いました。小中学校全学級における少人数指導の充実、生徒指導

教員等の配置の充実について要望を行いました。河原教育長からは、生徒指導の充実と

学力向上は教育活動推進の両輪であり、この２点の重要性は承知していると話されまし

た。しかし、現状では県財政も非常に厳しいことから、人件費確保等について新たに予

算化を図ることは非常に厳しいが、県としても市町の要望に応えられるよう対処してい

きたいとのことでした。また、校長の経営能力は非常に大事であるということを痛切に

感じているとの話があり、これは私自身も常日頃から感じていることです。特に５０代

前半の教員の早期退職が多くあり、原因は介護や自身の体調不良等様々ですが、早期退

職をどのように食い止めていくかを考える必要があります。また、新聞報道でもありま

すが、小学１年生の対教師暴力が増加傾向にあり、学級集団をどのようにコントロール

していくのか、若手教員の悩みにどのように対応していくかという事が大事であると考

えます。河原教育長との面談の内容については、校長会でも伝えています。

９月７日には、東近江ゴルフクラブ協会から、チャリティーゴルフの収益の一部を寄

贈いただきました。毎年、子どもの体力向上、体育施設の充実を目的に寄付をいただい

ていますが、今年度はタグラグビーの競技セット３セットを寄贈いただきました。希望

する学校が９校ありましたので、抽選を行い、玉緒小学校、箕作小学校、布引小学校の

３校を選びました。箕作小学校では、１０分間運動のモデル校としてタグラクビ―を実

施していますので、活用が期待できます。

９月１０日には、全国学力・学習状況調査の結果が出ましたので、第１回検証改善委

員会を開催しました。委員の皆様には後程、調査結果と概略を報告いたします。
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９月１２日には、カナダ・アルバータ州テーバー町に中学生友好親善使節団を派遣す

るため、使節団の壮行会を行いました。使節団は中学生１０名、うち男子１名、女子９

名と引率３名の計１３名です。使節団は１９日にテーバー町に向けて出発しており、２

６日に帰国予定で、２９日に帰国報告を行う予定です。子ども達の様子は、毎日定期便

という形で、メールで担当に報告があります。また、期間中２回ほど、生徒が感じたこ

とを保護者にメールで近況を報告しています。

９月２４日には、東近江市制１０周年記念事業として「ごきげん歌謡笑劇団」の公開

収録が行われました。生涯学習課が担当課でしたが、全市挙げて役割を分担し、準備・

運営にあたり、事故もなく無事終了することができました。

本日の午前中には、東近江市特別支援教育推進協議会から、就学指導に係る答申を受

けました。来年度の就学についての答申ですが、今回は１４５件の相談がありました。

答申と合わせて、特別支援教育の充実、発展についての提言と新規通級指導員の配置に

係る意見書の提出がありました。通級指導教員の配置については、今年度は能登川東小

学校に新設できましたので、来年度も中学校１校新設と小学校１校の新設に向けて要望

していきたいと考えています。

本日１８時から、やまの子キャンプ実行委員会を開催します。実行委員会では、夏の

キャンプを終えての反省と次年度への課題を協議することになっています。

９月２８日には、滋賀県社会教育研究会の生涯学習フォーラムが開催されます。今年

は、本市生涯学習課が当番で事務局を受けていますので、能登川コミュニティセンター

で開催します。フォーラムのテーマは、「社会教育施設を拠点としたひとづくり、まち

づくり」となっており、博物館から事例発表を行います。

９月３０日には、全国学力・学習状況調査結果を受けて、滋賀県教育委員会学校教育

課から学力向上についての滋賀県の取組や考え等についての説明を受ける予定です。

１０月８日から１１月１０日にかけて、２回目の人事訪問を各学校で予定しています。

９月市議会については、後程部長から詳しく説明しますが、お手元の答弁資料の通り

です。議員からは全国学力・学習状況調査への取組と、その結果を受けての対応につい

て質問があり、学力向上に関することと、そのための子ども達の好ましい集団づくりに

ついて答弁しました。また、図書館を活用して全国から人を呼び込めないかという質問

がありましたが、図書館は観光ツールではなく、教育施設としての本来の機能・役割を

大事にしていきたいと答弁しました。

校長会議では、台風等が接近した際の学校の危機管理について、対応マニュアル等の

見直し等を含めて、危機管理意識を持って安全対応するよう指示しました。新学期の９

月１日は児童生徒の自殺が多いというデータがありますが、本市においては、２学期は

順調にスタートしました。２学期は学習が充実していく時期ですので、教育活動の充実

に向けてしっかりと取り組むよう、各校長に指示しました。特に児童生徒の見取りをし

っかりすること、不登校生徒の安否確認、欠席児童生徒の欠席理由を把握することで、

事故、事件に巻き込まれていないかの確認を徹底するようお願いしました。また、全国

学力・学習状況調査の結果を受けての取組を教育現場で確実に行うよう伝えています。

今年度は小学校の伸びが非常に多く見受けられ、管理職だけでなく一般教員にも、目標

への意識が浸透してきたと感じています。

各小中学校においては、大きな学級崩壊は発生していませんので、現在は学校全体が



- 4 -

委員長

各委員

委員長

教育部長

落ち着いてきています。個々の問題はありますが、学校全体として見た場合には落ち着

きがあり、それが学力向上に繋がる一番の基礎ですので、成果の表れであると考えてい

ます。学力向上が見られた学校については、教頭から教頭会議において、特徴ある取組

内容の報告の場を設け、情報の共有の後中学校区単位で今後の検討を行う演習を行いま

した。

その他になりますが、琵琶湖フローティングスクールに関して、県において琵琶湖・

淀川流域小学生交流航海事業が行われており、大阪府、京都府、大津市、草津市、守山

市、栗東市、湖南市、野洲市が交流をしているのですが、平成２８年度からこの取組を

拡大していくことから、東近江市にも参加の依頼がありました。来年の８月３日からの

第３７航海で、市原小学校、能登川南小学校と交流を予定しています。

新聞報道でもありましたが、平成２９年４月１日より滋賀大学教職大学院が開設され

ますので、その内容を伝えました。また、学習指導要領及び同解説におけるオリンピッ

ク・パラリンピック関連の記述については、文部科学省から今後具体的にどのようなも

のが出てくるかを注視したいと考えています。英語の教科化については、今後の動向を

見据えながら、市教育委員会として対応を考えています。以上です。

ありがとうございました。ただいまの報告についてご意見ご質問はございませんか。

― 質問・意見等なし ―

意見、質問等は無いようですので、続きましては教育部長から報告をお願いします。

９月市議会の一般質問は、９月９日から１１日までの３日間行われ、教育委員会には、

８名の議員から１０項目の質問がありました。

生涯学習関係では、社会教育関係団体への支援についての考え方と、まちづくりと各

種団体の関連について質問がありました。各種団体への支援としては、事業補助金の交

付、団体への指導・助言、事務局補助等を行っていることの説明と、各種団体はまちづ

くりには欠かせない存在であることを答弁しています。

学校関係では、各小中学校の避難所支援運営計画と自転車マナー向上対策の取組等に

ついて質問がありました。学校避難所支援運営計画については、地域の防災訓練を地域

と学校が一体となり訓練したことの評価と、今後のＰＲの重要性についての質問があり、

訓練の成果と、ＰＲを今後積極的に行うことを説明しました。自転車マナー向上につい

ては、各学校での交通安全教室の実施と、ヘルメット着用を登下校で継続的に指導して

いること、また、通学路安全対策については、今年度から通学路安全対策工事費を教育

委員会で計上している旨の答弁を行いました。

文化財施設の活用に関する質問については、公の施設改革計画で廃止になった施設は、

現在は国の登録文化財、県指定文化財として保存している現状を説明しました。

学校給食関係では、食育への取組、給食食材の自給率についての質問があり、食育に

関しては、教育としての取組と家庭や地域での協力を得ながら、食の知識と感謝の気持

ちを育むことの推進を図っていることを説明しました。また、給食食材の自給率につい

ては、入札制度という制約がある中、地産地消の観点から様々な工夫により地場産野菜
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委員長

こども未来部

長

の購入に努めていることの説明をしました。

社会体育関係では、国体を見据えた伊庭内湖の活用について質問がありました。伊庭

内湖では毎年ドラゴンカヌー大会を開催し、多くの市民参加を推進していること、国体

会場を見据えた整備については、県から会場利用の打診があった場合は、環境保全を念

頭において、県との協議を実施したいと市長から答弁を行いました。

図書館関係では、八日市図書館の開館時間延長と臨時職員の任期と育成についてご質

問がありました。現在、月曜日から日曜日までのすべての曜日で、市内いずれかの図書

館が開館していることから、時間延長ではなく、サービスの質を確保した図書館運営に

努めることを説明しました。臨時職員の雇用条件は市の臨時職員と同様であること、研

修機会を適切に設け研鑽に努めていることを説明しました。以上が９月議会一般質問の

要旨と答弁内容の概要です。

９月２１日の新聞紙上において、東近江市内のスポーツ少年団指導者が部員同士に体

罰命令を出したことにより、元団所属の女子児童の家族から、指導者３人を提訴する内

容の記事が掲載されました。この事案については、教育委員会も把握しており、競技団

体や上部組織、県も認知して対応しています。市教育委員会、東近江市スポーツ少年団

とも、この件については対応してきましたが、提訴されたことから、今後の動向を注視

していきます。

来週１０月１日から市長以下市幹部が参加し、各地区で市政懇話会が開催されます。

会議の内容につきましては、後日の定例教育委員会で報告いたします。以上です。

ありがとうございます。続きましてこども未来部長から報告お願いします。

９月市議会での質問内容等について報告します。５人の議員から質問がありました。

待機児童に関する質問ついては、入園枠の拡大を図っているものの、就園率の高まり

により、待機児童の解消には至っていない現状を報告しました。今後３年間に集中して

認定こども園化を中心とした施設整備を進め、平成３０年４月にはハード面での確保は

できる見通しであること、保育士等の確保についても、全力で取り組み、待機児童の解

消を図りたいと答弁しました。

能登川ひばり保育園とめじろ保育園の今後の計画と閉園後の跡地利用の質問について

は、能登川ひばり保育園は、認定こども園化を前提として改築を進め、現地での建て替

えとし、旧繖寿園跡地を駐車場とする予定であると答弁しました。めじろ保育園は、学

校法人ヴォーリズ学園が「そらの鳥こども園」の設計を進めており、平成２９年４月開

園予定であると答弁しました。旧かもめ保育園、こばと保育園の跡地利用については、

今後、全庁的な協議を進める旨の答弁をしています。

湖東ひばり幼児園の駐車場確保と安全対策の質問については、湖東ひばり幼児園の駐

車場は、駐車台数が１７２台と市内の幼児施設の中で最も多い駐車台数を確保しており、

年齢別に駐車場を分ける、送迎時間帯を分ける等の工夫と合わせて、送迎の多い時間帯

は職員の誘導等の安全対策を行っている旨の回答をしました。

延長保育料の決定過程の質問については、延長保育料は、それぞれ認定時間に応じた

保育料を負担いただくことから、その認定時間を超える部分についても延長時間に応じ

て延長保育料として負担をいただくこととしており、平成２６年１２月市議会定例会で
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委員長

各委員

委員長

歴史文化振興

課長

委員長

委員長

教育部次長

委員長

各委員

委員長

管理監（生涯学

条例を改正し、その後の規則改正をもって定めた旨の答弁をしました。

蒲生幼稚園の跡地利用の計画の質問については、蒲生幼稚園は、耐震不足による不適

格改築事業として、国庫補助金により認定こども園として新築しているもので、補助金

制度上、旧施設は速やかに取り壊す必要があること、平成２８年度に解体する予定をし

ており、跡地利用は今後、全庁的な協議を行いたいと答弁しています。

平田幼稚園跡地を活用した公共施設の一体的整備の要望書に関する質問は、要望事項

は多岐にわたっていることから、個別の内容について確認を行い対応すること、雪野山

古墳の蒲生インターに隣接する優位な立地条件も活用し、雪野山古墳自体にスポットが

当たるような工夫も大切との答弁をしました。議会に関する報告は以上です。

明日から幼稚園・保育園等で運動会が始まります。委員の皆様に案内させていただき

ましたが、ご臨席をお願いします。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、ご質問はござ

いませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

では、続きまして「２ 議案」に移ります。最初に、議案第２９号「東近江市歴史文化

基本構想策定委員会要綱の策定について」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。この件についてご意見ご質問はありますでしょうか。

要綱案の経過措置のところで、「委員会は教育委員会が招集する。」と記載がありま

すが、他の要綱等では教育長が招集となっています。教育長が招集するのと、教育委員

会が招集するとの違いはありますか。

招集する者については確認を行います。経過措置の部分については再度検討を行い、

改めて報告します。

他に意見はよろしいでしょうか。では、経過措置の文言については確認いただくこと

として、要綱は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２９号は可決されました。続きまして、議案第３０号「東近江市コミ

ュニティセンター条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める制定について」

担当から説明をお願いします。

― 資料より説明 ―
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習担当）

委員長

各委員

委員長

各担当課長

委員長

賀川委員

管理監（国体担

当）

賀川委員

管理監（国体担

当）

賀川委員

谷川委員長職

務代理者

賀川委員

管理監（国体担

当）

谷川委員長職

この件について何かご意見ご質問はありますでしょうか。

よろしいでしょうか。では、議案第３０号は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３０号は可決されました。

本日の議案は以上になりますので、続いて「３ 協議事項」に移ります。平成２７年度

東近江市教育委員会表彰について、担当課から説明お願いします。

― 資料より説明 ―

この件につきまして何かご意見ご質問はありませんか。

表彰規程７条のスポーツ賞について、全国又は近畿規模の大会入賞者を表彰するとな

っていますが、被表彰者の年齢制限はあるのでしょうか。また、表彰に関する推薦はど

のような手続きで行われるのでしょうか。

表彰規程７条の（３）では、全国大会で入賞又は近畿規模の大会で３位以上の成績者

を表彰するとしており、年齢制限はありません。また、推薦については各競技団体から

推薦をいただいています。担当課で調査も行いますが、基本は競技団体からの報告によ

り推薦者を把握しています。競技団体に報告を求め、報告があれば表彰に該当するかを

調査している状況です。

大学生で、全日本インターカレッジで４位入賞という成績の学生がいるのですが、そ

の場合ですと表彰の対象になるでしょうか。

インターカレッジ大会は、全国大会規模になりますので対象になります。担当課で調

べていますが、競技団体から報告が無いものもありますので、再度確認します。

他府県の出身者で、東近江市内の大学に在籍しているという場合は、表彰対象になり

ますか。

表彰規程には、被表彰者の範囲は市内学校の学生となっていますので、住所が東近江

市以外であっても対象になると思います。

それであれば、大学からも情報提供や申請をすることができると思います。

東近江市内にある学校関係については、再度確認を行います。

表彰者の中で、監督が推薦されていますが、表彰の対象になるのでしょうか。チーム
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務代理者

管理監（国体担

当）

谷川委員長職

務代理者

管理監（国体担

当）

賀川委員

管理監（国体担

当）

委員長

教育総務課長

教育研究所長

管理監（国体担

当）

委員長

歴史文化振興

課長

委員長

としての推薦はあるが、監督は推薦していない競技団体があるのではないでしょうか。

競技団体への照会は、チーム又は個人という形で照会しています。チームの中で、監

督を推薦している競技団体がありました。

卓球やフェンシングを個人競技と捉えると、監督は個人を指導する立場で、選手では

ありません。チームと個人の捉え方をどうするか検討すべきと思います。

今年度の表彰につきましては、過去の表彰内容を確認して、判断させていただこうと

思います。

競技団体によっては、各種目の競技レベルを把握しきれていないところもあるのでは

ないかと思います。推薦された方は何回も表彰されていますが、学校等によって推薦を

申請しなければ、同じようなレベルで活躍していたとしても表彰されないことがあると

思います。そのようなことは課題である思います。

推薦内容については、再度精査し、監督の推薦も含めて競技団体に再度照会します。

表彰式までの日程は大丈夫でしょうか。

追加分及び修正等がある場合は、各委員に個別に協議をさせていただきます。

国体の監督というのは、単にその人を指導しているのではなく、国体のメンバーとし

て、選手と並べて名簿を提出します。最近は監督に選出されるのも非常に難しくなって

おり、体育協会が認定された指導者でないと監督になれないという非常に強い縛りがあ

ります。監督に選ばれることは大変難しく、単にスポーツ少年団の監督をしているので

国体の監督に選ばれるというものではありません。

指摘のありました件につきましては確認を行います。追加があれば個別に協議させて

いただきます。

次年度以降の表彰推薦については、十分に表彰基準を検討いただき、来年度の表彰時

までに確認体制が取れるようにお願いします。

先程の議案第２９号について、要綱案の経過措置における招集する者については、「教

育委員会が招集する。」となっていましたのは誤りでしたので、「教育長が招集する。」

に訂正をお願いします。

議案第２９号については、今報告いただいた部分を後程確認することで承認していま

したので、「教育長が招集する。」に訂正を行い承認いたします。
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委員長

各委員

委員長

各課課長

委員長

各委員

委員長

幼児課主幹

委員長

辻委員

幼児課主幹

こども未来部

長

委員長

こども未来部

長

委員長

各課長

教育委員会表彰については、表彰規程を整理し、今後見直しを検討してください。ま

た、推薦について追加がある場合は、再度調査をお願いします。ここに推薦いただいた

件については承認いただくということでよろしいでしょうか。

― 異議なし ―

それでは協議事項につきましては、承認とさせていただきます。

続きまして、「４ 報告事項」に移ります。まず、「平成２７年度東近江市市政功労者

表彰について」担当課から説明お願いします。

― 資料より説明 ―

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すでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

よろしいでしょうか。では続きまして、「認定子ども園・保育所・幼稚園・地域型保

育の平成２８年度入園申込等について」担当課から説明をお願いします。

― 資料より説明 ―

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すでしょうか。

認定子ども園の入園申込時期が１号認定と２・３号認定で違う理由は何でしょうか。

１号の幼稚園を対象にした子どもの入園申込は２週間です。２号の保育園を対象にし

た子どもについては、１号よりも期間が長い１か月の期間を設けています。

本人の希望、就労等の入園入所の要件の聞き取りを本庁及び支所で行います。入園対

象者の数も多くありますので、入園申込時期が違います。

同じ認定子ども園の中で、受付期間が違うというのは、保護者には分かりにくいと思

います。

今年の受付の様子を見ながら、検討させていただきます。

報告事項は以上です。続きまして「５ 報告事項」に移ります。各課から説明をお願い

します。

学校教育課・・・学校教育課たより

教育研究所・・・教育研究所たより
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委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

事務局

委員長

生涯学習課・・・報告事項、東近江市芸術文化祭、滋賀県人権教育研究大会

博物館担当・・・報告事項、ぶらっとまちかど美術館・博物館、探検の殿堂企画展

図書館・・・・・報告事項

学校施設課・・・玉緒小学校体育館・プール改築工事起工式

各課からの報告について、ご意見ご質問ございませんでしょうか。

― 質問等なし ―

全ての議案、協議、報告が終了しました。全体を通してご意見・ご質問はありません

でしょうか。

― 質問等なし ―

次回の定例会については、１０月２２日木曜日午後２時から、東庁舎Ａ会議室で行い

ます。また、１１月の教育委員会は、１１月２４日午後２時から、東庁舎Ａ会議室で開

催することとします。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９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４時５０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


