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平成２８年第５回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２８年５月２４日（火） 午後１０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 谷川 裕一 委員長職務代理者 辻 京子

教育委員 賀川 昌明 教育委員 篠原 玲子

教育長 市川 純代 教育部長 中谷 逸朗

こども未来部長 黄地 正治 教育部次長 稲本 正行

管理監（生涯学習担当） 清水 保 管理監（学校教育担当） 伊藤 晴朗

管理監（国体担当） 石井 義伸 教育総務課長 大辻 利幸

学校施設課 藤田 孝司 生涯学習課長 大菅 昭彦

歴史文化振興課博物館担当課長 河合 菊男 学校給食センター所長 辻 平

教育研究所長 中野 正堂 幼児課長 坂田 耕

幼児施設課長 三上 俊昭 図書館長 松野 勝治

歴史文化振興課課長補佐 井上 良一 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

各委員

委員長

皆様おはようございます。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

忙しい中ご出席いただきありがとうございます。５月になり暖かいというよりむしろ暑い日

になってきました。今週末からは各小中学校で運動会、体育祭が行われますが、熱中症には

十分に注意して開催していただきたいと思います。また教育委員の皆様には出席いただきま

すが、どうぞよろしくお願いします。

５月１２日には、都市教育委員会連絡協議会の総会・研修会に出席しました。熊本地震の

被害を考慮し、懇親会は中止となりましたが、各市の教育委員との交流や意見交換は大事で

あると思っています。今後もこのような機会を通して、教育委員の交流を図っていきたいと

考えています。

それでは第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４回定例会の議事録は承認いただききました。後ほど辻委員と賀川委員にご

署名をお願いします。なお、今回の定例会の会事録署名は賀川委員と篠原委員を指名させて
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教育長

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。

皆様おはようございます。５月１２日の都市教育委員会連絡協議会には、教育委員の皆様

にご出席いただきありがとうございました。研修会では、近江の城に関する講演がありまし

たが、熊本地震で大きな被害が出た熊本城の石垣に思いを馳せながら、話を聞いていました。

今週末から小中学校の運動会・体育祭が行われますが、教育委員の皆様にもご出席をどうぞ

よろしくお願いします。

５月１６日には、滋賀県学校給食会理事会に出席しました。平成２８年度の事業計画及び

事業予算の承認が主な議題でしたが、私は、今回の会議で給食会理事会の理事を退任するこ

とになっています。

５月１１日には、現役予備校ＭＡＣ様から寄付金をいただきました。これは、子ども達の

様々な活動や募金等により集められたものを２年に１度、寄付いただいているものです。

５月３１日には、大凧まつりにおける大凧落下事故の追悼式がふれあい運動公園で行われ

ました。教育委員会からは、私と部長が出席しています。例年ですと、こどもの日の５月５

日には、子ども達による「願い札はり」を行うのですが、本年度の大凧まつりは中止となっ

ています。現在事故捜査が続けられているところですが、遺族の方にもご理解いただけるよ

うな解決が一日でも早く図られることを祈っています。

５月１９日・２０日には、徳島県徳島市において全国都市教育長協議会定期総会・研究大

会が開催されました。教育行政改革にかかる今後の方向性が主なテーマとして取り上げら

れ、教育再生実行会議の提言を受けての取組や今後の組織のあり方等について、文部科学省

より説明がありました。特に、次世代の学校・地域創生プラン、いわゆる「馳プラン」です

が、このプランについて重点的に説明がありました。具体的には、コミュニティスクールの

推進、チーム学校に関すること、教員改革や資質向上等に関しての説明がありました。また、

総会後の分野別研究発表会では、コミュニティスクールに関して生涯学習部会に参加しまし

た。会議での資料につきましては、本日配布しています。「次世代の学校指導体制のあり方

と馳プランについて」のイメージ図がありますが、子どもが変わり、世の中が変わり、親の

様子も変わってきている中、学校に課せられる内容は非常に多く、学校だけでは抱えること

が困難となっています。学校が実施するもの、地域や家庭が担うものを確認しながら、教員

だけでなく、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の専門知識を借りなが

ら学校運営を行いたいと思います。また、教師の指導力の向上と合わせて、地域の方々にも

教育に関して当事者意識を持っていただき、積極的に子どもの教育に関わっていただける地

域コミュニティーをつくっていきたいと考えています。

学校教育に関して報告します。５月１０日から人事訪問を実施しています。現在、６小学

校、３中学校で実施しましたが、新学期始まって１ヶ月が経過し、連休明けとは思えないほ

ど学校や教室が落ち着いていることが今年度は大変印象に残っています。布引小学校の１年

生の教室入口には、キリンとゾウのマークが掲げられえていましたが、これは幼小連携の成

果であると思います。１年生にとっては、学校の配置図が頭の中には入っていない状況で、

１－１というクラスの表示というのは幼稚園では慣れていないこともあり、マークで認識で

きるように配慮されていました。保育園・幼稚園では子ども達のロッカーも動物のシールが
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委員長

各委員

委員長

教育部長

貼ってあり、視覚的にわかるようにして、学校生活を安定させようとの配慮です。今回の人

事訪問については、昨年度末の人事異動後の教師の勤務状況や、今後６年間の児童生徒数や

学級数の推移、特別支援学級の見通しなどを聞き取っています。また、教師の超過勤務の縮

減、不祥事防止への取組、５年目・１０年目の教員を対象とした研修を中心としたＯＪＴ研

修の推進方法等について聞き取りを行いました。

校長会議、教頭会議においては、主に５点を伝えてあります。１点目は、児童生徒の状況

把握を確実に実施することです。３月１１日には、文部科学省から不登校、重大事案に関す

る調査指針が出ていますので、各学校の対応を再度点検し、問題が起こればまず一報を教育

委員会に入れ、問題が重篤化しないよう対処するように指示しています。学校問題対策支援

室については、児童生徒成長支援室や発達支援センターと連携をとりながら、積極的に学校

訪問を実施していきたいと考えています。

２点目は教職員の超過勤務の縮減です。毎年年度末には教職員組合との話合いを行ってい

ますが、超過勤務に関して実態調査をするように申し入れが続いています。今年度、県にお

いて超過勤務縮減プロジェクト協議会が設置されましたので、学校職場の環境改善や勤務実

態を確認するようにお願いしました。時間管理と仕事管理とがありますが、退勤時間を決め

て、その日の優先度の高い仕事から行うという、意識付けを持つようにお願いしました。

３点目は、学校支援地域本部事業の推進による専門的な知識や技能を有した地域の方々の

活用についてです。平成３０年度までには全学校で実施する予定ですが、早く実施すれば、

次世代の学校指導体制やコミュニティスクールに移行した際にも、教師の意識改革は図りや

すいと考えています。特に、校長、教頭の意識が事業進捗に大きく影響してきますので、積

極的な活用を依頼しました。同時に教育の強靭化に向けての文部科学大臣メッセージが５月

１０日に出ましたので、教頭会議において伝えてあります。

４点目は人材育成です。同僚性を高めながら、ＯＪＴにより教師の力を高めていくこと、

また今後の管理職を育成しいくための人材育成を改めてお願いしました。

５点目は、国旗国歌の取扱についてです。市長が卒業式、入学式に出席した感想として国

旗国歌について何度も話をしています。学校行事での国旗国歌の取扱については、学習指導

要領で定められていますが、改めて国旗国歌がどういうものかという認識の下で指導するこ

と、入学式や卒業式においては、その意味を踏まえ国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱する

ことを指導するように伝えました。

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。

５月２０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担当課から説明しますが、私からは、委員会協議会での主な質疑内容を

報告します。

補正予算案件では、蒲生東小学校プール改築工事について、既存給食室を多目的室に改修

することについて、施工面積は教室としての十分な面積があるかとのご質問があり、多目的
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委員長

こども未来部

長

委員長

委員長

室としての広さを確保できる計画であることを答えました。次に、あかね文化ホール天井部

耐震改修工事については、当初予定していた工事金額より減額したことについて質問があ

り、関係部署と協議し、今回の工事は適正に精査した金額であることを答えました。

５月２３日には、平成２８年度通学路合同点検を実施しました。東近江市・東近江土木事

務所・東近江警察署・教育委員会の４者合同で行い、東近江市長・東近江土木事務所長、東

近江署長、教育長に出席いただき実施したものです。点検場所は、中小路地先「御園小学校

通学路」（市道中小路川原線×市道中小路妙法寺線の交差点）と北菩提寺町地先「湖東第二

小学校通学路」（県道横溝秦荘線×市道北花沢愛知川線の交差点）の２カ所の合同点検を行

いました。市長からは、通学路の安全確保はもちろんのことであるが、ドライバーのマナー

向上も目指さければならないとの指摘がありました。今後、担当者による通学路の安全点検

を市内全域で実施いたします。

続いて、こども未来部長から報告をお願いします。

こども未来部からは、最近の動向及び６月市議会提出議案について報告します。

昨年度からの子ども・子育て支援新制度により、幼児教育の提供体制について充実を図っ

ていますが、教育内容の質的充実も図る必要があることから、文部科学省において、幼児教

育の推進体制構築のためのモデル事業が募集されました。本市も３月に本事業に応募しまし

たところ、計画案が採択されることとなりました。今後は検討委員会を設置し、幼児教育ア

ドバイザーの育成と配置に関する調査・研究に取り組むこととしました。事業費は４６６万

円で、全額が文部科学省委託事業として補正予算に計上する予定です。

園では、例年秋に運動会を実施していますが、現在工事中の五個荘東幼児園と７月から工

事予定の五個荘北幼児園につきましては、工程上、秋に園庭が使用できませんので、６月４

日に運動会を前倒しで開催する予定をしています。例年と違う時期の開催であり、職員一同

忙しく、細心の注意を払って準備を進めているところです。

今年度の幼児施設の園庭芝生化についてですが、６月１０日に能登川第２幼稚園で、１１

日に蒲生幼児園で、１６日に能登川第１幼稚園とひまわり幼児園で、それぞれ保護者の皆さ

んにご協力いただきながら、芝生苗の定植作業を予定しています。今後の管理が大変ですが、

園児のより良い教育環境になるものと期待しているところです。

６月市議会の主な提出案件について報告します。今年度、新設工事を予定している仮称平

田市辺幼児園及び愛東幼稚園につきましては、財源の一部を文部科学省の学校施設環境改善

交付金を見込んでいましたが、共に不採択となりました。そのため、これに代わる財源とし

て、新たに県費補助金を財源の一部に充てる補正予算案を提出します。また、この２園の工

事請負契約の締結に関する議案も併せて提出する予定です。

各部長から報告がありましたが、ご意見・ご質問等ございませんか。

― 意見・質問等なし ―

続きまして「２ 報告事項」に移ります。「平成２８年６月市議会定例会上程議案等につ

いて」、教育部に関係する事項について、担当課から報告をお願いします。
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各課長

委員長

賀川委員

学校施設課長

辻委員

学校施設課長

辻委員

委員長

教育長

辻委員

管理監（国体

担当）

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問等ございませんか。

学校プールの改修・改築に関しては、そろそろ新しい視点から検討できないでしょうか。

学校においてプールを使用する期間は非常に限られていますが、維持管理には多額の費用が

必要となっています。全国的に見てみますと、プールの民間委託や民間施設を利用する学校

も増えています。学校施設として維持することは大切と思いますが、年間を通してプールを

利用できる方法を検討する必要があると思います。最近では、直射日光による紫外線が子ど

も達に害を与えるとうことで問題にもなっています。日光を避けるために植栽等を行うとプ

ールの排水溝が詰まるなどの問題もあります。それらの問題に対応するためには、簡易な屋

根つきの施設や屋内プールも考えられると思います。このようなことも提案しながら今後検

討を行っていただきたいと思います。

学校プールの改修・改築に関しては、他の施設との複合的な利用の可能性も考えて、整備

できるかを検討していきたいと思います。

今後改築が必要な学校プールは多く残っているのでしょうか。

多くあります。現在計画にあるもので、能登川中学校、湖東第一小学校、市原小学校、布

引小学校、八日市西小学校、能登川東小学校、湖東第三小学校、五個荘小学校において改修

等が必要です。

今後、プール改修の設計段階で、有効に利用できる方法についても検討いただきたいです。

湖東中学校では、市営の湖東プールを利用しています。中学校では、プール利用が非常に

限られた期間となっていることから、今後能登川中学校の改修に関しては、市営の能登川プ

ールの利用等も考えられないでしょうか。

湖東中学校では、湖東プールまでの距離が近いため利用が可能ですが、他の施設では送迎

の問題が出てくると思います。また、能登川中学校は生徒数が多いため、市営のプールの利

用には課題があると思います。

能登川プールは、当面大規模な改修は予定していますか。現在民間に委託していると思い

ますが、能登川プールの改修と学校の大規模改修が同時期になれば、子ども達の安全面も含

めて様々な検討ができると思います。

能登川プールについては、かなり老朽化はしていますが、本年度暖房設備の更新を行う予

定です。現在は民間による経営を行っていただいており、教室等により収益事業を実施して

いる中で、学校プールとの共同利用には収益面でも課題もあると思います。
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賀川委員

委員長

委員長

教育部次長

委員長

各委員

委員長

各課長

委員長

各委員

委員長

図書館長

委員長

各委員

委員長

各課長

今後は、学校施設に関しても費用対効果を考えて、長期間使える施設とすることの検討が

非常に大事になってくると思います。

様々な意見がありますので、今後の整備の参考にしていただき、検討をお願いします。

あかね文化ホール・蒲生コミュニティセンター等の駐車場確保に関する報告がありました

が、具体的な駐車場の整備場所は決定しているのでしょうか。

施設周辺土地で検討を行っていますが、場所を決定しているものではありません。地元か

ら駐車場拡張の請願書が議会に提出されましたが、今後地元と協議を行いながら、検討を進

めていきたいと考えています。

他に、意見質問等はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

続きまして、「平成２８年６月市議会定例会上程議案等について」、こども未来部に関係

する事項について、担当課から報告をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問等ございませんか。

― 意見・質問等なし ―

続きまして、「湖東図書館空調設備改修工事に伴う臨時休館について」、担当課から報告

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等ございませんか。

― 意見・質問等なし ―

それでは、図書館の改修につきましては、事故の無いように、期間内に工事を終了するよ

うにお願いします。それでは、続きまして「３ 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１回総合教育会議

学校教育課・・・・・・・学校教育課だより
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委員長

辻委員

博物館担当課

長

辻委員

博物館担当課

長

辻委員

賀川委員

博物館担当館

長

委員長

博物館担当課

長

委員長

篠原委員

博物館担当課

長

生涯学習課・・・・・・・報告事項

歴史文化振興課博物館・・報告事項

図書館・・・・・・・・・報告事項

各課からの報告について、ご意見やご質問がございませんでしょうか。

中路融人記念館の来客数は大幅に増加していますし、ギャラリートークに多数の参加者が

あったとの報告ですが、過去のイベントと比べて特別な広報活動は行ったのでしょうか。

記念館開館ポスターにおいて、ギャラリートークの案内を記載していました。また、市の

広報紙等においても案内を行っています。

記念館の来館者の市内と市外の割合はどの程度でしょうか。

芳名録を確認しますと、市内の方よりも、市外の方の方が多いように思われます。特に中

路融人画伯の絵に興味を持たれている方が市外からも多く来られているようです。

今後も、市外、市内から多くの来館者が訪れるように、費用のかからない広報活動をよろ

しくお願いします。

市内のイベント等の開催状況を確認するのに、教育委員会定例会で配布される各課からの

報告資料が大変参考になります。市民の方は、市のホームページなどで、各施設等でのイベ

ント等の情報は得られるようになっているのでしょうか。

それぞれの博物館がホームページを作成していますので、そこにイベントや展示内容の情

報はあります。またイベント等は、県内の情報冊子等にも掲載しています。今後は、全ての

施設の情報が統合的に得られるような仕組みも検討したいと考えます。

自治体回覧で施設の催し物等を案内していないのですか。

市広報において、毎月「博物館・文化施設催しガイド」として、各施設の催し物を記載し

ています。

今後、市の事業のＰＲは非常に大事だと思いますので、多くの市民の方に見ていただける

ような工夫をお願いします。

探検の殿堂で開催されている「ココロボ」とはどのような活動でしょうか。

自分で作成したプログラムでロボットを思い通りに走らせるもので、子ども達がプログラ

ミングの基礎を学べるものになっています。
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篠原委員

辻委員

教育長

博物館担当課

長

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

事務局

委員長

最近では、科学に興味を持っている子どもも多いですし、科学やプログラミングを教える

塾も人気があります。探検の殿堂の事業は１０回で１万５千円となっていますので、これぐ

らいの金額であれば参加したいと思う子どもが多くいると思います。

見学や入会のタイミングは年 1 回だけでしょうか。夏休み等を利用してもっと参加できる

機会を増やせないでしょうか。

技術的に短期間で習得できるものでなく、講座を通して知識を積み重ねていく内容のもの

となっています。

場所とロボットにも限りがあり、参加できる受講生も限られているのが現状です。

見学会等を実施していただき、できる限り、多くの子ども達が科学に興味をもってもらう

ような事業に拡大できるように検討をお願いしたいと思います。他に意見・質問等はござい

ませんか。

― 意見・質問等なし ―

以上で、すべての案件が終了しました。全体を通して、ご意見・ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし ―

次回の第６回定例会は、平成２８年６月２２日（水）午後３時から、市役所新館３１７会

議室で開催いたしますので、よろしくお願いします。第７回定例会は、７月２５日（月）午

後２時から、市役所東庁舎東Ａ会議室で開催いたしますので、よろしくお願いします。その

他、連絡事項等を事務局からお願いします。

― 当面の予定報告 ―

以上をもちまして、平成２８年第５回教育委員会定例会を終了させていただきます。

会議終了 午後１１時１５分
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会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


