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平成２８年第６回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２８年６月２２日（水） 午後３時００分 開会

場 所 市役所 新館 ３１７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

学校施設課長 藤田 孝司 生涯学習課長 大菅 昭彦

歴史文化振興課長 上川 善久 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 学校教育課参事 西野 篤

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２３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させていただきましたところ、皆様には大変お

忙しい中をご出席いただきまして誠にありがとうございます。梅雨に入り、天気が安定しな

い中、九州地方では地震に引き続き大雨に見舞われ災害が発生しています。幸いにも本市で

は大きな災害が発生していないことに感謝しています。

６月１日には、第１回総合教育会議が開催され、学校現場の視察として、能登川南小学校

の校舎及びグラウンド芝生化について状況を視察しました。また、大規模改修を完了した湖

東第三小学校の現状も確認しました。改修後の校舎の教育環境を考えますと、未改修の小中

学校については、一日も早い大規模改修が必要であると思いました。

６月１４日から１６日まで、６月市議会定例会の一般質問が行われました。質問の詳細に

ついては、教育長や各部長から報告がありますが、１６日の一般質問では、市木議員から国

旗国歌の考え方について６項目の質問をいただき答弁しました。祝祭日の国旗掲揚について

は、義務化はされてはいないのですが、日本の文化を大事にする視点から、国旗掲揚の大切

さを認識していることを答弁しました。

それでは第６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５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５回定例会の会議録は承認いただききました。後ほど賀川委員と篠原委員に

署名をお願いします。なお、今回の定例会の会事録署名は篠原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ところ、ご出席をいただきありがとうございま

す。委員長には、現在開会中の市議会定例会の一般質問に出席いただき、市木議員からの質

問に答弁いただきました。国旗国歌に関する質問については、以前の市議会においても同様

の質問がありましたが、今回、委員長就任に際して再度質問が行われたものです。

小中学校の運動会・体育祭についてですが、近年では９月が非常に暑くなるため、５月下

旬から６月上旬に開催する学校が増えてきています。今年度は７小学校４中学校がこの時期

に運動会・体育祭を実施しました。昨年の６月は非常に暑い日が続いたと記憶していますが、

今年は曇り空の中、比較的涼しい中で実施することができした。

現在、第１回目の人事訪問を実施しており、訪問は残すところ６小学校となっています。

人事異動後の定着状況や、新規採用教員が各学校でどの様に存在感を発揮しているかの状況

を確認しています。また、児童生徒数や学級数について、今後６年間の推移や特別支援学級

の増減についても把握を行っています。昨年に比べますと、学校自体が非常に落ち着いてい

るとの印象も持っています。個別には多くの問題を抱えた児童生徒も存在しますが、学校で

の支援体制を強化し、学校問題対策支援室と福祉関係機関と連携を密にしながら対応してい

るところです。昨年度よりも関係機関との連携が図れていますし、学校の指導体制も整って

いると感じます。幼小中連携の推進についても、小学校低学年では幼稚園との繋がりにおい

て配慮が見られ、中学校１年では小学校での学級経営が継続されている様子が見られます。

また、目標を定め、自力解決、アクティブラーニングとしての話合い、そしてまとめという

「めじとま」の一連の流れを意識した授業展開が各教室で実施できていることも強く感じら

れるようになりました。学力向上に関しても、管理職の問題意識は以前から感じていました

が、今年度の人事訪問においては、担任レベルまで学力向上の意識が浸透していることを実

感しました。特別活動に関しては、子ども達の自主的な活動である学級会活動、係活動が機

能しているかを確認していますが、まだまだ特別活動の本質が捉えきれていない部分もある

と感じています。県の特別活動研究会が愛東北小学校で実施されますが、この機会に全市的

な取組として積極的に働きかけていきたいと思います。特別活動は学級集団づくりの土台で

あり、学級づくりと授業づくりの両方を行っていく必要がありますので、大事にしたい領域

であると考えます。

６月９日には、本年度の市民大学を開校し、第１回の井村学長の講義には、５３３名の受

講者の出席をいただきました。現在、約６８０人の申込があり、講師陣も充実したことから、

多くの参加者があったと思っています。

６月１１日には、「能装束の着付け実演と竹生島の公演」が能登川コミュニティセンター

の竣工記念事業の一環として開催され、そこに能登川中学校３年生を招待いただきました。
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委員長

各委員

委員長

実際の能の着付けを実演され、約束事の中でお互いの信頼関係で装束を着付けることについ

ても話があり、非常に楽しめるものでした。竹生島の演目では、分かりにくい言葉もありま

したが、解説もあり演目の流れはほぼ理解できます。日本文化や伝統を教育の中に取り入れ

ることが教育課程にありますので、このような事業は子ども達にとって貴重な経験であると

考えています。

６月市議会の一般質問の答弁内容につきましては、本日資料を配布しています。教育委員

会に関係する質問は６議員からありました。横山議員からは、発達障害への対応や障害者の

人権について質問があり、当市においてはサポートファイルを作成した取組を既に実施して

いること、今後も幼小中高と一貫した支援を推進していくことを答弁しました。戸嶋議員か

らは、若年妊娠の現状から、学校教育の中で性教育を積極的に進めたらどうかとの提案があ

りましたが、現在の学習指導要領の内容に則った指導を行うのが基本であり、いのちの教育

の視点から研究課題にしていきたいと答弁しました。市木議員からは、委員長に対して国旗

国歌についての考え方について質問がありました。

６月２０日には福祉教育こども常任委員会が開催され、第１回総合教育会議の内容と市民

大学や人事訪問等の状況について報告しました。

校長会議では、３点の話をしました。１点目は、八日市北小学校の事故による損害賠償請

求訴訟を踏まえ、安全配慮義務が各学校に課せられている意味を改めて伝えました。安全点

検については毎月実施していますが、危機意識を持って再確認をお願いしました。２点目は

学力学習状況調査の自己採点集計が出ましたので、各学校の取組の見直しを図るように指示

しました。３点目は、国立青少年機構による青少年の体験活動に関する実態調査の結果を紹

介しました。内容は、自然体験や生活体験が豊富な子や生活習慣が身についている子、保護

者がしつけに力を入れている子どもほど、自己肯定感や道徳感、正義感が強くなる傾向があ

ること、手伝いをよくする子や生活習慣が身についている子はスマートフォンへの関心や操

作が少なくなること、教育費をかける家庭ほど、子どもの自然体験も多くなるが、生活習慣

や手伝いには関係はないという調査結果を紹介しました。

教頭会議については、意見交換の時間において性同一性障害について議論しました。横山

議員からの議会質問にも関連がありますし、昨年４月には、文部科学省から性同一性障害に

関する児童生徒のきめ細やかな対応の実施について通知がされていますので、この課題につ

いても意識を高め、対応について考える機会として問題を投げかけました。

文部科学省の動向についてですが、小学校段階におけるプログラミング教育のあり方につ

いての通知があり、学校におけるプログラミング教育についてはこれからの課題ではありま

すが、次期学習指導要領改定を見据えて注視していかなければならないと思っています。現

在、探検の殿堂で行っている「ココロボ」の活動そのものではないかと思っています。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。

― 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。
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教育部長

委員長

こども未来部

長

６月３日から６月市議会定例会が開会していますが、開会初日において、「損害賠償請求

事件の損害賠償額を定め和解することについて議決を求める議案」を上程しました。ただち

に福祉教育こども常任委員会が開催され、全委員賛成で原案どおり可決いただきました。な

お、６月１５日に大津地裁彦根支部において和解が成立し、同日の議会全員協議会にて報告

を行っています。

補正予算では、蒲生東小学校プール改築工事、文化振興施設耐震改修工事（あかね文化ホ

ール・蒲生コミュニティセンターホール）の２議案を上程し、６月２０日の福祉教育こども

常任委員会で審議いただいたところです。蒲生東小学校プール改築工事については、学校行

事の競技に支障が出ないかとの質問がありましたが、学校とも協議し、影響が出ないと判断

し施工すると答弁しています。委員会からは改築工事の設計概略図の提出が求められていま

すので、後日資料の提出の予定をしています。文化振興施設耐震工事では、委員から工事内

容について指定管理者に協議がされていないのではないかとの質問があり、今後は指定管理

者に協議を行い、工事について理解を求めると答弁しています。

６月市議会定例会の一般質問答弁については、本日配布の資料に加え、主な質問の内容を

説明します。杉田議員からは、能登川スポーツセンター体育館の耐震整備について、雨漏れ

の対策を早急に実施するようにとの再質問があり、体育館の現状は承知しており、早期に修

繕を検討すると答弁をしました。戸嶋議員からは、２０２０東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会のホストタウンについての質問があり、ホストタウンは練習会場といえども国

際基準があり、使用施設を改修するには時間を要することから、協議の上、断念するに至っ

たことを答弁いたしました。畑議員からは、スポーツに関する活動の底上げについての再質

問があり、競技団体の育成のために体育協会加盟団体や１４地区体育協会が独自の事業を展

開していること、健康増進に係る事業は、東近江市スポーツ推進委員が週１回のスポーツを

推奨する取組を行っていることを答弁しました。本議会は、６月２７日に予算決算常任委員

会が開催され、２９日に委員長報告があり閉会する予定となっています。

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。

６月市議会定例会の一般質問等について、７議員から待機児童問題や幼児施設整備につい

て質問がありましたので報告します。待機児童問題については、｢保育園落ちた｣という匿名

ブログが国会で取り上げられて以来、連日のようにマスコミ等で報道され、大きな社会問題

となっています。加えて、本市の待機児童数が４月１日時点で７２名となり、県内の自治体

で最も多いと発表されたことから、本市の対応に関する質問が多くありました。質問及び答

弁内容は配布資料のとおりですが、再質問も含めて主な質疑応答について報告します。

待機児童の現状については、認定こども園の整備等で平成２４年度と比較し、定員は３０

５名増加となっていますが、家族の就労環境の変化等により、受け入れ枠を上回る入園希望

者の増加がある現状を説明しました。待機児童を解消するために必要となる保育士数につい

ては、最低でも１３人が不足していると答弁しています。また、第１希望園だけに入園を希

望するいわゆる｢隠れ待機児童｣についても、市内に９人いる現状を答弁しました。

待機児童解消のための保育士確保や保育士の処遇改善に関する質問については、市独自の

対策として、公立園では非正規嘱託職員に一定の一時金を支給する予定であること、民間保

育園では保育士の加配のための経費や運営費の加算など、総額５,９１６万円の補助金を交
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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

生涯学習課長

委員長

各委員

委員長

付して、保育士確保を支援していることを答弁しました。また、待機児解消のためには、施

設保育だけでなく家庭での保育も大切であり、これに対しても支援すべきではないかとの質

問もありましたが、このことにつきましては、今年度から開始する乳児おむつ宅配事業によ

る経済的支援策や、子育て支援センターやつどいの広場で実施している子育て講座、子育て

相談や親子遊びなどの事業に、１日平均２４７名の家庭で子育てする親子の利用があること

を答弁しました。

また、幼少期の自然体験の重要性とその機会を創出する取組についての質問があり、現在

自然環境の中で実施している里山保育の取組等について答弁で紹介をしました。

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 ―

質問等ないようですので、続きまして「２ 議案」に移ります。最初に、「議案第８号 平

成２７年度滋賀県教科書用図書第３採択地区協議会規約の一部改正について」担当より説明

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。

― 意見・質問等なし―

では、議案第８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８号は原案通り承認といたします。

続きまして、「議案第９号 東近江市社会教育委員の委嘱について」担当より説明をお願

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。

― 意見・質問等なし―

では、議案第９号につきまして、ご承認いただけますでしょうか。
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各委員

委員長

幼児課長

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

各課課長

委員長

各委員

委員長

― 異議なし ―

それでは、議案第９号は原案通り承認といたします。

続きまして、「議案第１０号 東近江市通園通学バス使用料条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について」担当より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。

― 意見・質問等なし―

では、議案第１０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１０号は原案通り承認といたします。

本日の議案につきましては以上になりますので、続きまして「３ 報告事項」に移ります。

福祉教育こども常任委員会報告について、各課担当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ありませんか。

― 意見・質問等なし―

他にご意見ご質問がなければ報告事項は以上になります。

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、まなびっこ

教育研究所・・・研究所だより、報告事項

生涯学習課・・・報告事項、やまの子キャンプ、宝くじおしゃべり音楽館

歴史文化振興課 博物館Ｇｒ・・・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。
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辻委員長職務

代理者

こども未来部

長

辻委員長職務

代理者

委員長

辻委員長職務

代理者

こども未来部

長

辻委員長職務

代理者

賀川委員

教育部長

幼少期の自然体験という事で、里山での体験活動の話がありましたが、市内には自然と触

れ合いながら遊べる施設が多くあります。そのことを多くの保護者は知らないと思うのです

が、子育て世代に土日や夏休みに施設を利用できるように、各園校に案内することは可能で

すか。

子ども家庭課から発行している「子育てハンドブックららら」の中には、「子どもと外で

遊んでみよう」というページがあり、市内施設の案内をしています。今後、夏休みの利用も

考えられますので、周知の方法を考えていきます。

出生届の届出時に、子育てに関する資料を配布することも考えられると思います。市内の

施設に家族で行ってみようという話題づくりにもなり、近所の自然にふれあい、楽しい思い

出や体験が出来ると思います。

市のホームページを閲覧する市民は多いと思います。その中で注目させるような記事があ

れば、保護者の方に興味を持ってもらえると思います。多くの方に施設を知っていただける

方法も検討していただきたいと思います。

夏休み特集として、スマートフォン等でも見られるような仕組があれば、保護者も興味を

持ってもらえると考えます。市内の保育園では、今まで京都動物園まで行っていた遠足を、

河辺いきものの森に変更し、親子で一日遊ぶという体験にしたことが非常に好評であったと

聞いています。何も遠くに行くことが自然体験や夏休みの過ごし方ではないと思います。合

併後、市内に多く施設があるスケールメリットを活かして、施設を有効に利用できる手立て

を考えて欲しいと思います。

河辺いきものの森では、夏休み向けの自然体験プログラムを作成し、多くの方が利用して

います。

河辺いきものの森だけでなく、永源寺のキャンプ場など自然が体験できる多くの施設があ

ります。やまの子キャンプに参加しなくとも、家族でキャンプ場に行くのも良いと思います

し、そのような活動を支援するアプローチがあれば楽しめると思います。

市のホームページから、自分の欲しい情報を検索するのですが、目的の情報に辿り着くの

が困難です。各担当がそれぞれ情報を発信していますが、フォーマットがそれぞれ違ってい

ますので、全体的に施設やイベント等が表示されるような形で提示されれば分かり易いと思

います。良い情報がたくさんあるのに、市民に知られていないのでは非常にもったいないと

感じますし、スマートフォン等から簡単に見られるようになればさらに良いものになると思

います。

ホームページの作成等は広報課が行っていますが、各課に広報連絡員が配置されており、

広報連絡員と広報課とが協議、提案を行いながら、少しでも見やすいホームページになるよ
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委員長

辻委員長職務

代理者

委員長

管理監（学校

教育担当）

教育長

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

事務局

委員長

うに改善を行っています。市民がどの様な情報を求めているのか、どの様にすれば情報を得

易くなるのかを考えながら、ホームページを作成しています。本日の意見も参考にし、改善

に役立てるよう、各課の広報連絡員に伝えます。

今後は特に若い世代のホームページの利用は多くなると思います。多くの市民の方に見て

いただけるように、分かり易いホームページにしていただければと思います。

図書館にもパソコンが置いてあると思いますので、図書館に来られた方が市の情報をすぐ

に取り出せるような工夫をしていただければと思います。

本日の新聞記事に、愛東南小学校のオーケストラの講演の事前学習の記事がありました。

９月にオーケストラの本公演があるとのことですが、具体的にどの様な事業でしょうか。

文化庁が芸術分野に関する教育事業を公募しており、愛東南小学校での事業実施が決定し

ました。オーケストラの本公演の前にワークショップを行い、その学習を本公演で活かすこ

とが事業の趣旨となっています。

以前、五個荘小学校では、中路融人画伯に来ていただき絵を描くということをテーマに学

習しました。音楽だけではなくで、芸術文化全般に関して、このような学習を行っています。

今回のオーケストラ公演の公募については、質の高い本物に触れることができる機会であ

り、非常に幸運なことです。また、滋賀県版としては、びわ湖ホールでのコンサート等を児

童が見学できる機会があります。

他にご意見ご質問ありませんか。

― 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７月２５日午後２時から市役所東庁舎東Ａ会議室で予

定しています。また、平成２８年８月の教育委員会は８月２５日午後２時から東近江市役所

新館３１７会議室で予定してい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６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。
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会議終了 午後１６時１０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


