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平成２８年第７回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２８年７月２５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 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 喜久 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 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させていただきましたところ、委員の皆様には

大変お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。夏本番となり暑さが厳し

い日々が続いていますので、体調には十分に注意していただき、業務に精励していただきま

すようよろしくお願いします。

７月２１日から市内小中学校では夏休みに入り、子ども達は８月２８日までの長期の休暇

となります。市内の児童生徒が大きな事件・事故に巻き込まれないよう、また新学期には全

員が、元気に登校してくれることを祈る次第です。

７月４日には、（仮称）平田・市辺幼児園、７日には（仮称）愛東幼稚園の起工式に出席

しました。園舎には市内の木材が使用され、木の温もりを感じる園舎が整備される予定です。

来年４月の開園を目指し、これから工事が進みますが、素晴らしい園舎が完成することを祈

っています。

７月１２日には、滋賀県民体育大会の本市選手団の壮行式が行われました。今年は４５競

技に４６２名の選手が出場します。既に競技が始まっているものもあれば、これから競技が

開催されるものもあります。昨年の大会では本市は準優勝でしたので、今年は選手が一丸と

なって頑張っていただき、優勝という大きな夢に向かっていただければと思います。

７月１７日には、ドラゴンカヌー大会が開催されました。開始直後は天気に恵まれず、開

会式は雨に濡れながらの開催となりましたが、その後は天候も持ち直し、心配されていたほ
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各委員

委員長

教育長

ど暑くもなく、無事に終了することができました。大会は、市民の部で大中町が３連覇され、

一般男子の部では兵庫県のチームが、女子の部では大津市のチームが２連覇という結果でし

た。本日の新聞記事に大会の様子が掲載されていましたが、優勝チームは琵琶湖で毎週練習

を行い、冬季には室内トレーニングをされているという事で、勝つためには大変な努力をさ

れているようです。今後は、さらに市外にもドラゴンカヌー大会の知名度が高まっていくこ

とを期待しているところです。これからの時期、スポーツ等をされる方も多いと思いますの

で、熱中症に十分注意していただきたいと思います。

それでは、第７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６

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６回定例会の会議録は承認いただきました。後ほど篠原委員と辻委員に署名

をお願いします。なお、今回の定例会の議事録署名は辻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。本日、スマートフォンのゲームアプリ「ポケモンＧＯ」が日本に上陸し

ました。市内の子どもとは断定できませんが、市内企業の敷地内にゲームをしていたと思わ

れる子ども２名が侵入したとの報告が事業所から本市企画課にありました。大変危険であり

ますので、各学校長に注意喚起を呼びかけるメールを配信し、各学校から保護者へ注意メー

ル配信をするようにお願いしました。内閣府のサイバーセキュリティセンターからは、「ポ

ケモンＧＯ」の使用にあたり、危険な場所に入らない等の注意事項を示すという異例の対応

を行っています。事件ではないですが、様々な事故が発生する可能性はありますので、大変

心配しているところです。

７月３日には、ドラゴンカヌーヤングフェスティバルが開催されました。風が強く、大会

の開催を心配しましたが、事故なく無事に終了することができました。その後、やまの子キ

ャンプの事前研修会に出席しました。各コースに分かれてのリーダーと子どもたちとの顔合

わせと研修会があり、全てのコースの子どもたちの様子を見ることができました。キャンプ

は、７月３０日から８月４日までの期間で実施し、委員の皆様には８月１日に激励を行って

いただく予定となっています。

７月４日及び７日には、（仮称）平田・市辺幼児園と（仮称）愛東幼稚園の起工式に出席

しました。

７月１３日には、草津市で開催されました滋賀県都市教育長・教育部長会議に教育部長と

共に出席しました。平成２９年度の滋賀県に対する要望事項の協議を行いました。また今年

度から５年間、希望が丘文化公園で開催されます全国中学校駅伝大会の運営費について協議

を行いましたが、各市町の費用負担について意見があり、負担軽減をどの様にしていくかの

協議が必要になっています。

７月１５日には、株式会社ＮＩＰＰＯ様から「みちづくりの秘密」と題する本を２５冊寄
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贈いただきました。湖東第三小学校では、道路修繕の様子を見学し、児童が体験する事業に

も参加しました。

７月１６日には、クレフィール湖東の敷地内に「子ども交通公園」が完成しましたので、

オープニングセレモニーに出席しました。施設内にあるゴーカートは、コース内に信号機が

あり、そのルールに沿って電気自動車を動かすものとなっています。子どもたちも喜んで体

験をしていました。

７月１７日には、ドラゴンカヌー大会が開催されました。開始直後は雨が降っていました

が、無事終了することができ安堵しているところです。

続いて、校長会議での報告事項です。人事訪問を終えての所感、６月市議会定例会に関す

る報告、また指示事項では、学力学習状況調査の自己採点結果を踏まえた検証と全職員が調

査の結果を受け止め、全校体制で取り組んでいくことをお願いしました。また、超過勤務縮

減は市教育委員会としても大きな課題と受け止めていますので、実態の把握を行い、縮減を

実践している学校を参考に、超過勤務の縮減に取り組んでいきたいと考えています。

７月１日から１１日までの期間で、校長面談を実施しました。学力向上の結果を視覚化、

可視化するために、校長がどの様な動きをするのかを中心に面談を行いました。また、昨年

度から実施されている教職員の新人事評価制度については、既に管理職等に対する給与等へ

の反映は実施されていますが、今年度からは全職員対象になります。

次に、学校教育に関する報告です。７月１４日には、警察、校長、市教育委員会の三者会

議を開催しました。青少年の健全育成に関して、特に学校と警察との垣根が低くなってきて

いることを各校長、警察共に感じているところです。最近の児童生徒の問題行動等への対応

は学校だけでは限界があり、未然防止、早期解決のためにも関係機関との連携は必要となる

ことから、三者会議を昨年から開催しています。次回は２学期末を目途に開催を予定してい

ます。

７月１９日には、愛東北小学校の学校ビオトープ「びわ湖の池」の完成式典に出席しまし

た。これは、滋賀銀行の学校ビオトープ助成事業を受けて実施している事業で、市内ではこ

れまでに御園小学校、八日市南小学校、湖東第二小学校が助成を受けています。

７月２０日には、中学校ＡＬＴの２名が任期満了となりました。２名とも５年間の長期に

わたり、船岡中学校と朝桜中学校に在籍いただきました。船岡中学校に勤務のＡＬＴは９月

から姫路市の英会話教室に勤める予定です。また、朝桜中学校に勤務のＡＬＴは、三重県に

ある英語会話のみで教育されている幼稚園で勤務することが決まっています。

７月２７日から、次年度の就学に向けての相談会を八日市南小学校で実施します。夏の就

学相談会では、１３６名が相談予定です。昨年は１２０名程度でありましたので、今年度は

増加しています。就学相談の相談件数は夏以外でも３０件あり、事務局で対応しているケー

スもありますので、合計では１６８件の相談となっています。昨年度は１４６件ですので、

相談件数はかなり増加しています。

最後に、文部科学省の動きを報告します。学習指導要領改訂の動きの中で、６月１４日に

は、小学校の課程を修了していないものの中学校入学等に関する取り扱いについての通知が

ありました。また、６月１６日には、小学校段階におけるプログラミング教育のあり方につ

いての議論の取りまとめも出されています。また、道徳科については、２０１８年から正式

な教科になりますが、文部科学省の専門家会議による報告書の中では、評価は数値ではなく

記述式で行い、入試の合否判定には使用しないことが示されています。今後の文部科学省の
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辻委員

教育長

辻委員
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各委員

委員長

教育部長

動向を注視していきたいと思っています。

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。

就学相談会とはどのような内容でしょうか。

幼稚園及び保育園から小学校へ入学する際に、どの学級に進学するのが適切か、あるいは

小学６年生の児童が中学校に進学する際に、養護学校、特別支援学級、あるいは通常学級を

選択するのかを、今までの観察、検査結果、子どもの様子を専門家に見ていただき、保護者

や担任の意見を聞く中で相談するというものです。

児童生徒は、相談した結果に沿った形での入学、進学するのでしょうか。

結果に沿った形での入学、進学が多いのですが、中には保護者の強い希望により入学、進

学先を選択される場合もあります。

他にご意見ご質問はありませんか。

― 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。

７月１３日に開催された滋賀県都市教育長・教育部長会議において、今年度から５年間開

催される全国中学校駅伝大会の負担金の件について話がありましたので報告します。本大会

は県所有施設の希望が丘公園にて開催されます。大会には多額の費用がかかりますが、この

公園は２市１町にまたがっており、地元２市１町に大きな負担額が提示されました。今年度

の負担については各首長も了承されたところですが、来年度以降の負担については、各首長・

教育長から負担について見直す必要があるとの意見が出ています。２０２４年には滋賀県で

国民体育大会・障害者スポーツ大会が開催されます。駅伝大会を契機として滋賀が一つにな

って取り組めるように、県と市町が大いに議論し、良い方向を目指さなければならないこと

を強く感じたところです。

７月２０日（水）から２２日（金）まで、福祉教育こども常任委員会の行政視察に同行し

ましたので、教育部に関連する内容について報告します。２１日には、牛乳給食の一時停止

とその後の対応について新潟県三条市を視察しました。三条市は平成１７年５月に１市２町

が合併し、平成２８年４月末現在で、人口１００，４３９人、小学校２１校・中学校９校で

ほぼ東近江市と同じような校数です。給食センターは調理場という名称で、５か所の共同調

理場、２校の自校の給食調理場にて運営されています。運営形態は、３調理場が直営、４調

理場が委託となっています。視察では、完全米飯給食の取組と背景・課題について説明を受

けました。米飯と牛乳の組み合わせについては、①日本人の伝統的な食文化に牛乳は存在し

ない、②ご飯を食べながら牛乳を飲む家庭は少ない、③ご飯、焼き魚若しくは煮魚、牛乳と

いう献立は学校給食以外にないという理由から、給食での牛乳の提供を見直し、平成１９年
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こども未来部
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度に牛乳を給食時間外に提供することを試みました。しかし、学校の時間割からも時間の確

保が難しく、また牛乳の飲み残しが多く出るなどの課題があり、その後、牛乳提供の試行的

停止を１２月から３月に行いました。試行期間中は主食をはじめ、副食を増量することで、

カルシウム等の不足する栄養を補う献立を作成し、家庭に対しても牛乳提供停止の取組周知、

食の関心を高める啓発が行われました。また、子ども達の喫食状況等を確認、検証する残量

調査を実施されました。検証結果につきましては、牛乳を外しても、主食・副食の献立の工

夫により、牛乳相当分のカルシウムを満たすことができ、他の栄養素の中には従前より数値

が上回ったものもありました。一方で、献立面において、同じ食材の使用等により内容が固

定化及び洋風化し、伝統的な食文化の理解や地産地消の推進等の学校給食の目的達成を阻害

するものになったとのことでした。検証結果から、牛乳は提供するが、給食には牛乳を提供

せず、給食時間と切り離したドリンクタイム（牛乳飲用時間）を設けることとなりました。

給食には牛乳は提供されないことから、汁物の料理が付かない日には、パックのお茶を提供

することとしました。また、食育の視点として、口中調味の推奨、正しい箸の持ち方、食事

中の姿勢等を指導しました。ドリンクタイムについては、可能な学校は午前中の２０分休み

の時間や放課後等で牛乳を提供し、時間がない学校では、給食後にドリンクタイムを設定す

ることとした。多くの学校は給食後に牛乳を飲んでいると聞きました。ドリンクタイム設定

後、給食の食べ残しは減ったが、牛乳残量が増加する結果となりました。飲み残しが増えた

ことによるカルシウム不足の懸念に対しては、給食全体としては残量が減り、必要な栄養素

は摂っていることから、栄養士と相談しながら継続して対策を考えていくとのことでした。

三条市の取組は非常に詳細に分析が行われていると感じました。本市においても、牛乳の飲

み残しの原因をどの様に把握するのか、どの様な対策を講じることが有効なのかを考え、今

後も対応策を検討してきたいと思います。

次に、新潟市において、一人あたりの平均虫歯数が少ない理由について視察を行いました。

新潟市の取り巻く歯科保健環境は恵まれており、市内に歯科医師養成学校が２校存在し、専

門家の意見を得やすい環境で、歯科保健対策が積極的に進められてきました。平成２６年度

からの５カ年計画において、フッ化物洗口実施小学校数を平成２４年度の３４校から平成３

０年度までに９３校にする目標を立てられています。小学校数は全部で１１５校です。本市

においても、現在フッ化物洗口の説明会を順次実施しており、平成３０年度には全校で取り

組む予定となっています。以上、行政視察を報告しました。

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３０日には、要保護児童対策地域協議会の代表者会議を開催しました。これは、関係

機関が連携して児童虐待の未然防止と虐待児童への迅速かつ適切な対応が出来るよう、児童

福祉法に基づいて２３の関係団体で設置しているものです。警察、法務局、こども家庭相談

センターや医療機関等と共に、教育機関からは、学校教育課管理監、箕作小学校長、能登川

中学校長、ひまわり幼児園長に出席いただきました。市内の児童虐待の現状について共通認

識するとともに、各関係機関の対応状況などについて意見交換をし、今後の取組について確

認しました。

次に、幼児施設の整備状況ですが、７月４日には、平田幼稚園、市辺幼稚園と八日市すみ

れ保育園を統合して認定こども園化を進めています（仮称）平田市辺幼児園新築工事の起工
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篠原委員
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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

式を、７月７日には、愛東北幼稚園と愛東南幼稚園を統合する（仮称）愛東幼稚園新築工事

の起工式をそれぞれ開催いたしました。今後、地域に愛される施設の建設に努めますととも

に、工事の安全に万全を期したいと考えています。

７月１５日には、第１回の子ども･子育て会議を開催いたしました。本会議は、子ども･子

育て支援法に基づいて設置するもので、子どもの保護者、子ども･子育て支援に関する事業に

従事する方や有識者等で構成しています。教育委員から辻委員長職務代理者、小中学校長会

代表として湖東第三小学校長、幼稚園長、認定こども園長代表にも出席いただいています。

会議では、昨年策定した子ども子育て支援事業計画の進行管理を主な議題として、計画の点

検と意見交換を行いました。

最後に、福祉教育こども常任委員会の行政視察について報告します。こども未来部の関係

では、福井市において少子化対策と子育て支援策について研修しました。昨年策定されまし

た子ども・子育て支援事業計画について説明を受けましたが、支援メニューの多さに驚きま

した。福井県は、女性の就業率、共働き世帯割合が全国１位ということもあって、保育園の

入所児童が増加していますが、待機児童はゼロということでした。その要因としては、施設

の保育枠の確保はもちろんのこと、一時預かりや地域子育て支援センター事業、孫育て講座

などによる様々な保育環境に対するきめ細かな支援策が充実されているとのことでした。報

告は以上です。

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。

児童虐待の報告がありましたが、市内の発生件数としてはどれくらいありますか。

昨年１年間において、虐待だけではなく全ての相談件数は、約８７０件です。そのうち、

虐待が疑われる事案は約３００件あります。ただし、この件数の中には以前からの継続事案

も含んでいます。

他にご意見ご質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

質問等もないようですので、続きまして「２ 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 ―

ただいまの報告について、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。
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各課課長

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

教育総務係長

委員長

続きまして「３ 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

教育研究所・・・研究所だより

生涯学習課・・・報告事項、やまの子キャンプ、第１２回人権ふれあい市民のつどい

歴史文化振興課博物館・・・報告事項

図書館・・・・・報告事項

幼児課・・・・・幼児園園名募集について

各課からの報告について、ご意見ご質問ありませんか。

― 意見・質問等なし ―

全ての案件が終了しました。全体を通してご意見・ご質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

次回の定例会については、８月２５日木曜日午後２時から、場所は市役所新館３１７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９月の教育委員会は９

月２６日月曜日、午後２時から東近江市役所東庁舎東Ａ会議室で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７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３時０５分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


