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平成２７年第１２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年１２月２１日（月） 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

学校施設課 藤田 孝司 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 学校給食センター所長 辻 平

こども未来部管理監 藤原 真弓 教育研究所長 中野 正堂

学校教育課参事 清水 一範 図書館長 松野 勝治

幼児施設課課長補佐 野田 久雄 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、大変お忙しい中をお集ま

りいただきまして、誠にありがとうございます。今年も残すところ１０日となりましたが、

今年は暖冬ということもあり、１２月に入ってからも暖かな日が続いています。スキー場で

は雪が無く、悲鳴が上がっている状況でしたが、先日の寒波では初冠雪となり、いよいよ本

格的な冬の到来となりました。風邪などひかないよう体調には十分気を付けてください。

１２月７日から１０日にかけて、日韓文化交流事業の使節団派遣団長として、韓国統營市

を訪問しました。初日は、統營市長、議長、教育長、文化委員長を表敬訪問させていただき

ました。夜には市長の招待による夕食会に参加し、東近江市と統營市の良好な友好関係を再

確認したところです。今回の派遣においては２つのテーマを設けました。１つは、芸術文化

に関することです。統營市出身の芸術家は多く、市内には美術館博物館はもとより、市全体

が身近な芸術の街として取り組んでいる様子が感じられました。２つ目は平和に関すること

です。豊臣秀吉の朝鮮出兵において、統營市は朝鮮動乱で勝利した場所であると聞きました。

朝鮮出兵に関連のある場所を視察しましたが、文化委員長からは、「歴史を知ることは大切

であるが、そのことにだけ捕らわれるのではなく未来に向かって友好関係を築いていかねば

ならない」と話されたことが大変印象に残っています。今回の訪韓は非常に貴重な体験をさ

せていただき、本事業に関わった皆様に大変感謝しています。派遣事業に関しては、本日副

市長に報告をさせていただきます。

それでは平成２７年第１２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
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各委員

委員長

教育長

すが、第１１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。

― 異議なし ―

それでは、第１１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。始めに、教育長から報告をお

願いします。

皆様こんにちは。委員の皆様には年末のお忙しい中、教育委員会にご出席いただきありが

とうございます。坂田委員長には１２月７日から１０日まで、韓国統營市を訪問していただ

きました。１６日には使節団の帰国報告会があり、訪問の様子について詳しく報告を受けま

した。今後の交流内容については、今年度訪問された使節団の意見を参考にして、次年度の

計画を立てたいと考えています。

１２月市議会に関してですが、教育委員会に関する質問が７議員からあり、その中で学校

教育に関する質問が寺村議員、岡崎議員、竹内議員の３名からありました。寺村議員からは、

歯の健康施策に関して、学校におけるフッ化物洗口実施についての質問がありました。昨年

施行された「滋賀県の歯および口腔に関する健康づくりの推進に係る条例」には、フッ化物

洗口実施、歯磨き指導等が記載されていることから、健康推進課との連携を強化しながら学

校現場の実態に即した方法を模索し、順次実施地域を広げていきたいと思っています。保護

者の理解や、保健師、校医、歯科医師等との協力体制が整わないと実施できませんが、来年

度は能登川地域での実施を予定しています。また、公費負担をどのようにしていくのかとい

う課題もありますので、予算を計上する健康推進課と十分連携しながら進めていきたいと考

えています。岡崎議員からは、「平成２６年度児童生徒の問題行動に関する調査結果」に関

する質問がありました。いじめに関する質問には答弁しましたが、暴力行為と他の問題行動

の平成２５年度、平成２６年度の比較に関しての質問には、常任委員会において報告をさせ

ていただきました。竹内議員からは「障害者差別解消法」に関連しての教育現場での対応に

ついて質問がありました。また、がん教育の取組状況に関しての質問もありましたが、がん

教育については、今年度脳腫瘍で入退院を繰り返していた児童が亡くなっていることや、児

童生徒の家族、教職員にもがんに罹患した人や闘病中の人、辛い経験をされた方もいますの

で、実施には辛い思いをすることが無いよう保護者、医師等と相談するなど十分な配慮をし

なければならないことを答弁しています。

前回の教育委員会以降の事業等についてですが、１１月２６日には市内幼稚園の人権教育

研究会が開催され、それに先立って２０日には、愛東北幼稚園の公開保育を参観しました。

子ども達の様子を見ますと、子ども同士の会話が少ないのが非常に気になりました。保育

園・幼稚園の先生が多数参加していましたので、子ども達が言葉を獲得していく時期におい

て、周りの大人が環境を整えて欲しいということをお願いしました。

１２月２７日には市長と学校長との意見交換会・懇親会を開催しました。その場には副市

長、政策監も出席しました。１１月１９日に第２回総合教育会議を開催し、市内の子ども達
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の学力体力等について議論した中で、市長が校長に対し学校現場の実態を聞きたいという事

でしたので、様々な課題に取り組んでいる３名の校長から事例を紹介しました。聖徳中学校

の安藤校長からは、生徒指導の現状と課題について、玉緒小学校の福原校長からは、幼小中

連携推進事業について、特に玉園中学校区は今年度指定地域であり、その現状や課題と具体

的な動きについて、能登川東小学校の奥田校長からは、今年度新設した通級指導教室に関し

て、特別支援教育の現状と課題について報告を行いました。その後、質問や意見交換を行い、

市長からは非常に有意義であり、今後も継続して実施してもらいたいとの意見がありまし

た。教育課題を知っていただくためには非常に良い機会であると考えますので、このことは

校長会でも伝えてあります。

１１月３０日にはボランティアバッチ交付式を行い、愛東中学校生徒会と五個荘中学校東

北復興プロジェクトの２団体を表彰しました。同じような取組を行っている子どもたちもい

ますので、本事業を各学校へアピールをしたいと思います。

１２月１日には英語弁論大会に、能登川中学校２年生の女子生徒が出場したことについて

報告を受けました。決勝大会への出場はできませんでしたが、予選での活躍について報告が

ありました。生徒は現在中学２年生ですので、来年に向かって絶対優勝すると意気込みを語

ってくれました。指導者の先生は、この生徒の中学校１年生の時の作文が非常に良い内容で

あったことから、英語弁論大会に向けた計画的な指導を行ってくれました。今回の取組は、

指導者の熱意も非常に大きいと改めて感じました。来年の活躍を非常に楽しみにしていま

す。

１２月５日には第８回東近江市青少年育成大会を開催しました。市制１０周年ですので、

各中学校には、生徒に東近江市への想いや希望をテーマに作文を書いて欲しいと依頼してい

ました。各校代表の発表に対しては、最後に一人ずつ感想をコメントしました。知事との懇

談会にも出席した船岡中学校の前生徒会長の発表の中で、市内中学校の生徒会が交流する場

を持ちたいという意見がありましたので、来年の２月６日に開催を予定していることを伝え

ました。

１２月１５日には生徒指導三者（警察、学校長、教育委員会）会議を開催しました。生徒

指導上、警察との連携をしなければならないもの、連携した方がよいもの、連携が考えられ

るものなどの事例を挙げ、対応策等の情報共有を行い、研修を持ちました。例えば、ドクタ

ーヘリの要請があり学校にヘリが呼ばれる場合に、要請に至る経緯、到着まで間の学校の対

応をどの様にするのか、また、精神保健福祉法に関して、生徒を助けるために、現状の課題

と法律の解釈など、関係者でお互いに知っておかなければならないことを情報共有しまし

た。その会議の資料は本日配布していますので参考にしてください。

１２月１７日には滋賀学園高等学校が全国高等学校駅伝競走大会に出場しましたので、激

励会を開催しました。２０日には都大路を駆け抜け、結果は目標にしていた順位に届きませ

んでしたが、各生徒は多くの経験が積めたものと思っています。

校長会議では主に４点をお願いしました。１点目は、学級活動及び特別活動の計画的、継

続的な実施、狙いを明確化した取組を行うという事です。１１月２０日には、愛東北小学校

において、県学級活動スキルアップ事業のブロック別事業研究会がありましたので、その内

容と感想を校長会で話をしました。研究会での資料は、非常に学級活動の取組が良く分かる

ものですので、活用により学級活動を充実するように指示しました。

２点目は、各学校における基礎基本の徹底、授業改善の一層の推進です。学級活動はアク
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委員長

各委員

委員長

教育部長

ティブラーニングそのものです。全国学力学習状況調査における質問と教科のクロス集計を

見てみると、質問の中に「あなたの学級では学級会などの時間に友達同士で話し合って学級

の決まりなどを決めていると思いますか。」という項目があるのですが、その項目と国語、

算数・数学のクロス集計においては、小中学校共に相関関係が確認できました。学級活動が

行われているクラスは学力が高いという相関があります。また、小学校が中学校よりも顕著

な結果で、小学校においては学級活動がしっかり行われていることが確認できます。このこ

とから学級活動を充実させることが重要であることを改めて伝えました。学力に関しては、

県が作成している「学び確認テスト」があり、１２月から翌年１月の間で各学校においてテ

ストを実施し、県で結果を集計・分析を行うことになっています。実施した結果は、各校か

ら３割程度の結果を県に報告するよう、協力依頼がありましたのでテストの活用をお願いし

ました。

３点目は、教育相談体制、生徒指導機能の充実についてです。学校問題対策支援室の１１

月までの相談数は３５４件あり、学年別で見ると、小学校では３、４年生の相談件数が多く、

内容は不登校に関する相談が一番多く、男子が女子よりも多いという結果が出ています。中

学校は１、２年生共に同じような状況で、３年生になると相談件数は減少しています。中学

校は女子生徒が男子生徒よりも相談が多い傾向です。相談形態は小中学校共に訪問が一番多

く、学校に支援員等が訪問し相談を行う形態で、学校現場の実態に合致した対応が行われて

いると思います。簡単に改善できないようなケースが多くありますが、相談の中で目立って

いるのが、母親が子離れ出来ていないケース、特に母親の精神的疾患、不安定さが子どもに

非常に大きな影響を及ぼしているものです。この様なケースでは、こども未来部との連携が

より重要になると改めて感じています。子どもたちの人間関係の様子や担任との関わりを確

認するために、小学校５年生、中学校２年生を中心にＱＵテストを実施していますので、結

果を検証することにより学校の対応能力を高めるように伝えました。小学校３、４年生に不

登校の相談が多いということは、学習についていけない１０歳の壁が考えられることから、

子ども一人ひとりに対応した丁寧な学習が必要であるということも話しました。

４点目は、びわ湖学院大学の福祉教育学部スポーツ教育学科の教育実習に関してです。２

年後を目途に教育実習を受け入れる方向であるということを伝えました。

最後に、２学期末は三者面談等、最も大切な学期となりますので、児童・生徒に対する細

やかな言葉がけなど、指導の徹底をお願いしました。教職員に対しては、学期末、年末の時

期ですので飲酒運転は絶対しないこと、不祥事防止の指導、徹底を再度依頼しています。

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。

― 意見・質問なし ―

続きまして教育部長から報告お願いします。

１２月議会の一般質問ですが、教育委員会関係では７議員から１３項目ありました。私か

らは教育長から報告があった質問以外についてご報告します。教育総務関連では、教育基本

方針として今後も「三方よし」を推進するのかの見解について質問がありました。「三方よ

し」は、商業理念を端的に表現した造語ですが、その精神は時代を超えても継承する価値が
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委員長

こども未来部

長

あること、諸説は様々あるが基本計画の冊子の中で専門家の意見も踏まえて、今後も東近江

市の教育理念として「三方よし」を進めていくことを答えました。東近江市奨学金貸付事業

については、貸付の現状、貸付制度の拡充、給付奨学金への移行に関して質問がありました。

現状については、直近３年間では大学生に各年２名の貸付を行っていること、返還困難な場

合の対応については、規則の規定を設けていること、対象者の拡充については、現状を維持

していくこと、給付奨学金への移行については、財源の確保等の課題があり、今後も無利子

貸付の制度維持に努めることを答えています。再質問において、奨学金の額には予算枠を設

定しているのかとの質問がありましたが、厳正なる審査を行い該当する２名の方に奨学金を

貸し付けていること、必要な場合は財政当局との協議を行っていくことを答弁しています。

次にスポーツ関連では、体育施設の老朽化に伴う補修修繕の考え方、ふれあい運動公園の

グラウンド利用状況及びトイレの設置計画、蒲生公園グラウンドの使用人数及びトイレの補

修修繕予定の３項目の質問がありました。老朽化に伴う補修修繕については、スポーツニー

ズに対応しながら計画的な施設改修を行うこと、ふれあい運動公園の利用状況については、

約３８，０００人の利用があり、トイレの設置については今年度車いす対応の簡易水洗型ト

イレの追加設置したこと、蒲生グラウンド利用人数は約３０，０００人で、トイレの補修修

繕については、河川法の縛りはあるが利用者が快適に使用できるトイレ改善に努めることを

答えました。

次に学校施設関連では、市内の幼稚園、小中学校トイレの洋式化率、今後の様式化の方針

について質問があり、各地区別に洋式化率について回答し、今後の施設整備計画による大規

模改修に合わせて、すべての学校・園について洋式化を図ることにより、学校の洋式化率は

約７５パーセント程度になるということを答えしました。特に施設のトイレ改修について

は、毎年緊急修繕等に追われているのが現状であるため、トイレ改修が後手にまわっている

のも現実であり、今後は計画的に改修していきたいと考えています。

ありがとうございました。続いて、こども未来部長から報告お願いします。

１２月議会での質問内容について報告します。質問は１件、杉田議員から学童保育所の設

置基準と施設整備計画についての質問がありました。設置単位は児童数をおおむね４０人以

下とすること、施設の面積は児童一人あたりおおむね１．６５㎡以上とすること、施設の整

備計画については、基準面積を下回る施設や老朽化が著しい施設を優先して整備改修に努め

ることを答弁しています。また、再質問においては、八日市南小学校分離時を例に、当時の

将来予測が甘かったのではないかとご指摘をいただきました。設計当時、公設の学童に在籍

していた児童数は１００人、全児童数に対しては１０％の在籍率でした。それを２つに分け

て１４０人規模にする計画としたものです。現在は、両施設で１６８人、全児童数に対し八

日市南小学校で１８．６％、箕作小学校で２０．２％の在籍率で、おおむね倍増しています。

将来予測は非常に難しく、整備時においては、将来の増加に対応するため増築面積を確保す

ることで進めました。予測は小中学校を整備する場合でも非常に難しいのですが、幼児施設

や学童保育所の整備は、在籍率が影響しますので、需要予測は一層難しくなります。東近江

市では農地転用により農地を宅地化することが非常に難しく、市街地への宅地依存度が高ま
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委員長

教育長

委員長

各委員

委員長

学校給食セン

ター所長

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

学校給食セン

ター所長

委員長

谷川委員長職

務代理者

学校給食セン

っていることなどに起因して、御園小学校の増築も必要となってきたのではないかと思いま

す。まちづくりについては、総合的に考え、既存住宅に空きが生じてきている農村部への住

宅地誘導の必要もあると感じています。そうしないと市街地における待機児童は一向に解消

しませんし、八日市南小学校や箕作小学校、八日市北小学校などでは教室が足りなくなる一

方で、愛東地区や永源寺地区の幼児施設や小学校の統合が必要になるとの懸念が生じてきま

す。今日は、課題提起ということで報告させていただきます。

各部長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。

報告の追加ですが、本日、あゆみ作業所から、子ども向けの「障害者権利条約に関す

る絵本」が各学校に１冊寄贈されましたので、報告させていただきます。

ご意見ご質問はありませんか。

― 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３３号「東近江市教育委員会

公印規則の一部を改正する規則の制定について」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

ただいまの件につきましてご意見ご質問ありませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

では、議案第３３号につきまして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３３号については原案通り可決といたします。

続きまして議案第３４号「東近江市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則

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 ―

ただいまの件につきましてご意見ご質問ありませんでしょうか。

長峰幼稚園は変わってないのに項目を改めるのはなぜでしょうか。

以前は蒲生幼稚園、長峰幼稚園という並びでありましたが、幼児園は幼稚園よりも後
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ター所長

委員長

各委員

委員長

管理監（生涯学

習担当）

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

学校教育課参

事

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

各課課長

ろに表記をするため、長峰幼稚園、蒲生幼児園と並びも変更しているため、長峰幼稚園

を含めております。

では、議案第３４号につきまして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３４号については原案通り可決といたします。

続きまして議案第３５号「東近江市あかね文化ホール条例施行規則の一部を改正する規則

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 ―

ただいまの件につきましてご意見ご質問ありませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

では、議案第３５号につきまして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３５号については原案通り可決といたします。

続きまして議案第３６号「平成２８年度東近江市小中学校特別支援学級教科用図書の採択

結果の一部変更について」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

ただいまの件につきましてご意見ご質問ありませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

では、議案第３６号につきまして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３６号については原案通り可決といたします。

議案は以上ですので続きまして「３ 報告事項」に移ります。まずは、「平成２８年度当

初予算の見積概要について」各課から順に説明をお願いします。

― 資料により説明 ―



-8-

委員長

辻委員

こども未来部

管理監

辻委員

こども未来部

管理監

辻委員

こども未来部

管理監

辻委員

こども未来部

管理監

委員長

管理監（生涯学

習担当）

委員長

各課課長

この件についてご意見ご質問ありませんか。

幼児課の保育推進事業の中で「資格等支援費補助金」とはどのようなものですか。

平成２７年度から５年間については、認定こども園に勤務する場合には保育士、幼稚

園教諭どちらかの資格を有していれば勤務できます。しかし経過措置ですので、現在、

幼稚園教諭の保育士資格取得を勧めています。今回、びわ湖学院大学の協力を得て、平

成２８年、２９年の２年間で単位取得ができる講義をお願いしています。幼稚園教諭の

みの資格保有者が保育士資格を取得するには８単位を取得する必要があります。臨時職

員、嘱託職員等についても、実務経験の条件はありますが保育士資格を取得していくよ

うにしています。

資格取得申込時には、高額な費用負担があるのでしょうか。また、費用を収めるのに

は、収入印紙を購入しなければならないと聞いたのですが必要なのでしょうか。

幼稚園教諭の更新時には、収入印紙で結構な額を納付する必要があります。また資格

取得には正規職員については公費で負担の予定ですが、非正規の職員は次年度予算で本

補助金を利用できるように予算を要求しています。

収入印紙の購入が、職員の負担になっているとの話も聞きましたので、各園において

何らかの対応はできないでしょうか。

園長と意見交換を行い、対応等については検討したいと思います。

資格更新時の講義内容が、小中学校の元校長による講義で、直接保育現場の仕事に結

びつかないと聞いています。大学での講義については、幼稚園や保育所の現場で共有で

きるような講義内容にして欲しいと要望します。

講義内容については掌握しておりませんので、受講者に確認したいと思います。

学校支援本部事業を１７校から２２校に増加させることが予算化されていますが、学

校長の話では、コーディネーターを見つけるのが非常に難しいと聞いています。予算を

計上するには、各学校にコーディネーターを早期に探していただけるような気配り、対

応をお願いしたいと思います。

対応していきたいと思いまます。

続きまして、「１２月市議会の福祉子ども常任委員会報告案件」について担当課から

順に説明をお願いします。

― 資料により説明 ―
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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

各委員

委員長

事務局

委員長

この件についてご質問ご意見はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

他に無ければ、続きまして「４ その他」に移ります。各課から報告をお願いしま

学校教育課・・・学校教育課だより、教育しが

教育研究所・・・研究所だより

生涯学習課・・・報告事項

歴史文化振興課 博物館Ｇｒ・・・報告事項、出張何でも鑑定団収録

図書館・・・報告事項

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。

― 意見・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。

― 意見・質問等なし ―

なければ、次回の定例会については１月２８日木曜日、午後２時から市役所新館３階３１

８会議室で予定しておりますのでよろしくお願いします。平成２８年２月の教育委員会は２

月２６日金曜日、午後２時から市役所新館３階 ３１９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１１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０５分
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会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


