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平成２８年第１回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２８年１月２８日（木） 午後１時００分 開会

場 所 市役所新館 ３１８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

生涯学習課参事 大菅 昭彦 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

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２１名

事務局 開会

委員長

各委員

皆様こんにちは。教育委員会定例会を開催させていただきましたところ、大変お忙し

い中お集まりいただきありがとうございます。本年最初の教育委員会となりますが、今

年もよろしくお願いします。今年の冬は、暖かい日が続いていましたが、先週の非常に

強い寒波では沖縄でもみぞれを観測するなど寒さが厳しいものとなりました。本市で

も、積雪による交通渋滞や水道管の凍結、破損など生活にも影響が出ていました。

さて、１月１日の元旦健康マラソン大会、１月１０日の成人式記念式典は、両日とも

天候に大変恵まれました。成人式では、新成人も静かに式典に参加し、非常に落ち着い

た式となりました。大凧の飛揚に関しては、最後まで検討を重ねられ、実施することと

なり、当日は良い風に恵まれて空高く揚がることができ良かったと思います。委員の皆

様には各種行事に参加いただき、また、担当職員も事業運営に大変お疲れ様でした。

学校では３学期がスタートしました。今年は暖冬であることから、インフルエンザの

流行は少ないようです。子どもたちの体調管理には十分に気を付けて欲しいと思いま

す。

それでは平成２８年第１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、平成２７年第１２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 ―
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委員長

教育長

それでは、平成２７年第１２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。

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。委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきありがとうございま

す。元旦健康マラソンで年が明け、翌週の成人式記念式典と無事に事業を終了すること

ができました。大凧の飛揚については、昨年５月の大凧の事故以来、様々な検討を行っ

てきました。風の向きや強さなどの飛揚に関する基準の見直しや、見学席の設置場所の

再検討など大凧保存会の方々を中心に検討を行い、マニュアルを見直すことにより飛揚

を実施することとしました。当日は好天でしたが、振袖姿の新成人が耐えられないほど

冷たい風で、当初３回の飛揚予定を２回に変更しました。安全対策のため、凧のしっぽ

をやや長くして、大凧を重く安定させました。無事に終了することができ、安心してい

るところです。

毎年、教育委員会の仕事始め式において、一文字を選び、その年の方向性や決意を表

しています。今年は「結」という文字を選びました。学力向上に関して、平成２８年度

までの３年計画で取り組んでいますが、今年で２年が終了し、中間評価の段階になりま

す。今までの取組の検証を踏まえ、今年は結果にこだわりたいと思います。また、「結」

という字には、結び合わせるという意味があります。１つの施策だけでは効果が上がら

ないことでも、様々な施策を組み合わせていく事で相乗効果や補完することができ、結

果がより良くなると考えています。このようなことから「結」を選び、校長会でも話を

しています。

１月の主な事業を報告します。１月１１日には、北村富三画伯の企画展のオープニン

グセレモニーが八日市文化芸術会館で行われました。１月１６日には東近江市ＰＴＡ大

会が、１月１７日には蒲生幼稚園５０周年記念式典が行われ出席しました。蒲生幼稚園

は４月１日からは場所を蒲生学校給食センターの隣に移し、蒲生幼児園として新たに出

発します。

１月２３日には「人権尊重をめざす東近江市女性のつどい」を五個荘コミュニティセ

ンターで開催しました。講師が予定時間に会場に到着しないアクシデントもあり、事業

の担当者には、予期せぬ事態に備えて、場合によっては、代替メニュー等を用意する必

要があることを指示しました。

１月２４日には、近江商人屋敷藤井彦四郎邸において防火訓練が実施されました。こ

れは、法隆寺の壁画が焼失した１月２６日が、文化財防火デーに指定されていることか

ら実施されているものです。教育部長は蒲生鋳物師町の竹田神社に、歴史文化振興課長

は３１日に開催される愛東の大覚寺の訓練に参加します。２４日は大寒波が襲来し、放

水後の水がすぐに凍ってしまう程に足元が非常に危険な状況でありましたが、訓練に参

加した方は、非常に迅速に行動し、時間通りに訓練は終了しました。

２月９日には、第３回総合教育課会議を予定しています。詳細については後ほど担当

から事前協議をさせていただきます。
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委員長

各委員

委員長

教育部長

次に学校教育関係ですが、３学期始業式を無事終えることができました。１月２４日

から数日間は非常に強い風が吹いていました。暴風雪警報が発令されると、学校を休業

することになりますので、大寒波の影響を非常に心配していましたが、幸いにも本市で

は比較的少ない積雪に留まりました。数日前からの寒さの影響からか、インフルエンザ

が流行し始め、休業している学級があります。

人事訪問ですが、第３回人事訪問を１月１２日から２１日まで行い、全て終了しまし

た。人事調書を基に、県の人事方針に則って具体的な人事に関する調整作業に入ります。

また、１月２５日には滋賀県教育委員会の河原教育長が訪問され、平成２７年度の全国

学力学習状況調査の結果資料に基づき説明を受けました。その後、「学ぶ力滋賀向上プ

ラン」に則った本市の取組状況の聞き取りがありました。このプランには明示されてい

ませんが、本市の課題である、特別支援教育の推進、増加傾向にある外国籍児童生徒へ

の指導、通級指導教室の中学校への設置の必要性について、数値を用いながら県に要望

を行いました。特に、就学援助を受けている要保護、準要保護家庭への対応は、県も非

常に重要と考えているとのことです。今後も県教育委員会とは情報共有、意見交換を積

極的に行いたいと考えています。

校長会議における報告事項ですが、３学期は年度の締めくくりの学期であることか

ら、学校評価等を基に、次年度の学校運営の構想に生かすように指示しました。また、

各教科の学習内容についても、各学年で必要な学力を身に付けられるよう、特に生徒の

弱点には手厚く指導するようにお願いしました。学校評価に関しては、学校評議員によ

る外部評価を実施している学校が非常に多くなってきています。４月当初には校長から

学校運営の年間プランを説明していますが、学校評議員も子どもたちの育ちに一役担っ

て欲しいと思います。特に、幼小中の一貫教育を見据えて、中学校区で共通の教育目標

の設置が出来るところは実行して欲しいと伝えました。

各学校の人事異動に関しては、中堅教員や管理職候補者をぜひ育成して欲しいと伝え

ました。ベテラン教員の退職が多く、若手教員の大量採用により、４０代の教員が非常

に少ない現状があります。その結果、３０台後半から４０代前半の教員が管理職になら

ないと学校運営が出来ない状況です。管理職試験を受験することも、ひとつの研修機会

と捉えていますので、積極的に取り組むようにお願いしました。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。

― 意見・質問なし ―

質問がないようですので、続きまして教育部長から報告お願いします。

本年も、１月１日の元旦健康マラソン大会で新しい年がスタートしました。委員の皆

様には開会式に出席いただきありがとうございます。天候にも恵まれ、大きな事故なく

終了することができました。大会への申込者数は１，４１１名で、当日は１，３２５名

の参加がありました。走行時間に制限を設けており、制限時間を越えるとすぐにゴール

を撤去したのですが、全てのランナーが気持ちよくゴールできる工夫を今後検討する事

が大切であると感じました。
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委員長

こども未来部

長

１月１０日には成人式記念式典を行いましたが、今年成人となる対象者数が１，１９

４名いますが、そのうち式典への参加者数は３２９名でした。式典の後、各地域で行わ

れた「はたちの集い」の参加者数は８９４名と全体の７４．９％の参加率となっていま

す。恒例の２０畳大凧の飛揚については、安全管理に努め、２回の飛揚に挑戦しました。

成人式実行委員会が約１か月かけ制作し、当日は実行委員会のメンバーが中心に新成人

６０名が大凧を引きました。上空５０ｍまで浮かび上がることができ、関係者の皆さん

の努力により事故もなく無事終了することができました。

１月１４日には、びわこ学院大の短大のライフデザイン学科の向山昌利ゼミの１回生

１２人が、東近江市における障害者スポーツ調査報告書をまとめ、本教育委員会に提出

いただきました。この報告書を施設改修時に活用するとともに、施設に関するホームペ

ージの充実に努めたいと考えています。

１月２４日には、京都市において、天皇杯第２１回全国都道府県対抗男子駅伝競走大

会が行われ、滋賀学園高等学校が滋賀県代表として出場し、１２位と大健闘しました。

１区の千葉直樹選手が８位と好スタートとなったことが素晴らしい成績の要因と思い

ます。さらに本市から選手が選ばれることを願っており、スポーツ環境の充実に努めて

いきたいと考えるところです。

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。

１月１７日に蒲生幼稚園の５０周年記念式典を、市川教育長、地元県議会議員、地元

市議会議員、地元関係者に出席いただき開催しました。厳粛な記念式典とともに開催さ

れた記念行事では、「鈴太鼓」も披露され、保護者や地域の方々と大変有意義な５０周

年記念事業を実施できたことを嬉しく思います。この５０年という歴史を、今年４月に

開園する新しい蒲生幼児園へ引き継いでいきたいと改めて感じたところです。

平成２８年度の幼児施設への入園申込に関しては、ほぼ調整を終えました。幼稚園及

び認定子ども園への１号認定者の入園許可者数は、民間を含めて、１，８２７名、昨年

に比べ約８０名減少しました。申込者に対しては、１月２０日付けで入園許可書を既に

送付しました。保育園、認定子ども園等への２号認定者、３号認定者の入園申込者数は、

２，４２５名で、昨年に比べ約１７０名増加しており、このうち入所承諾者数は２，２

６１名となっています。今春の蒲生幼児園、延命こども園の開設により、入所枠を拡充

しましたが、約１６０名は入所不承諾とせざるを得ない状況となりました。不承諾者数

は昨年に比べ４０名増加しています。通知については１月末から２月初めにかけて送付

する予定です。入園不承諾者については、事前にご本人に連絡を取り、育児休業期間の

延長や就職時期の先延ばしなどで対応いただくこととしており、大きな混乱が生じない

ように努めたところです。

来年度は平田・市辺地区の認定こども園、五個荘東幼稚園の幼児園化、能登川地区に

もヴォーリズ学園による認定こども園「そらの鳥こども園」が開設されることから、一

定の待機児童解消になると考えています。しかし、申込状況からは、児童数に対し２号、

３号の申込者数が昨年度までと比較して大きく伸びてきております。特に１、２歳児で

は昨年は児童数の３５％程度の申込者数であったものが、今年は４０％程度と未満児の

伸び率が高くなっています。この傾向は来年以降も続くことが予想されることから、今
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委員長

各委員

委員長

歴史文化振興

課博物館課長

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

各課課長

委員長

各委員

委員長

歴史文化振興

課長

委員長

辻委員

歴史文化振興

後も引き続き施設整備を進め、保育士の確保についても更なる努力を重ね、子どもを産

み育てやすい東近江市となるよう努めたいと考えています。

ありがとうございました。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。

― 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３７号「東近江市博物館

等運営委員会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３７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３７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、福祉教育こど

も常任委員会報告案件について、各課から順に説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問ありませんか。

―質問等なし―

ほかに質問が無ければ、続きまして、平成２７年度東近江市指定文化財の指定に伴う

諮問案件について担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご質問ご意見はありませんか。

市の指定文化財に指定されると、指定以前と比べて何が変わるのでしょうか。

市指定文化財に指定されると、文化財の修復や修繕を行う際には、市から補助金が交
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課長

辻委員

歴史文化振興

課長

辻委員

歴史文化振興

課長

委員長

各委員

委員長

各課課長

委員長

賀川委員

学校教育課長

賀川委員

教育研究所長

賀川委員

付されます。また、文化財自体に一定の価値があることを公に認めることになります。

補助金は、修復等の全額が補助されるのでしょうか。

全額ではなく、修復の一部が補助されます。

市からの補助金を受けることで、文化財の管理面等について市からの指導が厳しくな

ることはありますか。

文化財の設置場所や保管場所を移動する際には、すべて市への届出が必要になりま

す。基本的には、現在保管されている場所から移動しないことが大前提となります。

他にご意見ご質問はありませんか。

― 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す。

学校教育課・・・学校教育課だより、「自立的・組織的な学校運営体制の構築に向け

た調査研究」報告会の開催

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・報告事項

図書館・・・・・報告事項

幼児課・・・・・長峰小規模保育事業所の廃止

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。

ＡＬＴはどの国の出身でしょうか。

アメリカ合衆国です。

教育研究所研究発表大会において、英語に関する報告がありましたが、報告の教材を

使用するためにはどのような手続きをすればよいのでしょうか。

研究発表会の資料については、市内中学校に配布を予定しています。小学校に関して

も、今後の英語活動において簡単な英文法の指導を想定した場合に、小学校への教材配

布はできると思います。現在米原市も興味を示しており、教育センターとの交流もある

ことから、今後も情報発信していきたいと考えています。

資料データの配布を検討するということでしたが、ネット環境で配信することで利用
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教育研究所長

賀川委員

教育研究所長

賀川委員

生涯学習課参

事

賀川委員

生涯学習課参

事

賀川委員

委員長

各委員

委員長

教育総務課係

長

する方法も考えられます。本市は今後そのように活用を考えているのでしょうか。

教育委員会と各学校とを繋ぐイントラネットが整備されていますので、この環境を活

用してデータの配布は可能であると考えます。データ量が膨大になる可能性が高いの

で、十分に検討しましてネット配信も検討できればと思います。

市のイントラネット内だけであって、外部への接続はないということでしょうか。

現在、教育委員会のイントラネット外への接続は行っておりません。

成人式記念式典への新成人の参加人数が少ないと思いましたが、例年もこのような状

況でしょうか。

記念式典への参加人数は例年少ない状況です。しかし、式典終了後に各地区で行う「は

たちの集い」は地元で集まるため、多くの参加者があります。

記念式典には、八日市地区の方の参加者が多いのでしょうか。

記念式典への出席者のうち、八日市地区からの参加率は５３％で、他の地域からは、

実行委員会のメンバーを中心として少数の参加に留まっています。

壇上から式典会場を見ると空席が目立っていましたので、すこし寂しいと感じまし

た。

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２月２６日金曜日、午後２時から、場所は本日と

同じく市役所新館３階３１８会議室で予定しておりますのでよろしくお願いします。

また、平成２８年３月の教育委員会は３月２２日火曜日、午後２時から東近江市役所

東庁舎東Ａ会議室を予定しておりますの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２８年第１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。



-8-

会議終了 午後２時１５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


