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平成２８年第８回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２８年８月２５日（木） 午後２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案内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。残暑が厳しく、

まだまだ暑い日が続いていますので、体調には十分注意していただきまして仕事に精励

していただきたいと思います。

夏休みも残り４日となり、いよいよ２学期が始まりますが、夏休み中の大きな事件事

故の連絡も無く、８月２９日には全児童生徒が元気に登校してくれることを願っていま

す。

日本中が沸いたオリンピックが先日閉幕しましたが、日本選手の活躍により、多くの

メダリストが誕生しました。滋賀県出身の選手では、陸上の桐生選手が銀メダル、シン

クロナイズドスイミングの乾選手が銅メダルを獲得され、スポーツへの関心が高まった

と思います。一方で、その間に行われていた高校野球にはあまり関心が向かず、高校球

児の頑張りがもう少し注目されても良かったのではと感じました。

７月３０日から８月４日まで、愛郷の森においてやまの子キャンプが実施されまし

た。大きな事故もなく無事に終了し、生涯学習課の職員をはじめ、多くの関係者の皆様

には大変暑い中ありがとうございました。１日には、教育委員も活動を激励し、子ども
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たちの川遊びやイワナ掴みの様子を見ることができました。

８月１０日には、学校・園管理職研修が開催され、各校長、教頭、園長と交流を深め

ることができました。

８月２０日には、滋賀県平和祈念戦没者追悼式が開催され、聖徳中学校の西村芽生さ

んのスピーチが新聞に掲載されました。県内の生徒代表としてスピーチされましたが、

本市に素晴らしい生徒がいることを嬉しく思いました。

それでは第８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

７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。

第７回教育委員会の教育部長報告において、給食での取組の中に「口中調味」の実施

とありますが、どの様な意味でしょうか。

食事において、口の中でご飯とおかずを噛んで味わうという食べ方です。前回の報告

の中で説明しましたのは、ご飯と一緒におかずを口の中で噛んで、その後汁物を味わっ

て食べるということを、給食を通して学ぶ取組を視察先では行われていました。

口中調味は日本人特有の食べ方とも言われており、白飯だけでは味がないので、ご飯

以外の料理を食べながら口の中で調味を行っていくということです。給食はバランスの

良い献立になっており、残食の無いように食べることは大切なことです。

ありがとうございます。会議録の内容につきまして、ご異議はございませんか。

― 異議なし ―

それでは、第７回定例会の会議録は承認いただきました。後ほど辻委員と賀川委員に

署名をお願いします。なお、今回の定例会の会議録署名人は辻委員と篠原委員を指名さ

せていただきますのでよろしくお願いします。

本日の議案、報告事項につきましては、資料のとおりですが、「議案第１１号」に関

しては教科用図書の採択に関する審議となりますので、教育委員と関係職員のみの出席

となります。「４ その他」の報告後に審議を行いますのでよろしくお願いします。そ

れでは「１ 報告」に移ります。始めに、教育長から報告をお願いします。

皆様こんにちは。教育委員の皆様には、８月１日のやまの子キャンプ激励ありがとう

ございました。キャンプは事故も無く無事に終了することができました。参加希望者が

多く、抽選に漏れキャンプに参加できなかった子ども達を対象に、デイキャンプの実施

を予定しています。自然の中で触れ合う機会をどのようにつくれるか実行委員と協議す

ることになっています。また、８月１０日の学校・園管理職夏期研修会にも出席いただ

きましてありがとうございました。

委員長から平和祈念式典でのスピーチの話がありましたが、今年も本市の子どもたち

の活躍が多くあり大変喜んでいます。聖徳中学校の有信万由佳さんは長野市で行われた
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全国中学校剣道大会に出場されました。大会では上位入賞はできませんでしたが、非常

に良い経験をし、自分の弱点を克服するという来年度に向けての目標ができたとの報告

をしてくれました。８月２０日の滋賀県知事杯争奪戦日本少年野球滋賀大会の開会式の

中では、湖東中学校と玉園中学校のブラスバンドが合同で演奏を行いました。様々なと

ころで本市の子どもたちの活躍が多く見られ、また報告を受け、素晴らしいことと思っ

ています。

８月２９日から２学期が始まりますが、現在台風１０号が日本に接近していますの

で、情報を収集し対応を考えなければなりませんが、無事に始業式を迎えたいと思いま

す。

各事業について報告します。８月６日には、中学校生徒会交流会を行いました。各学

校の生徒会の活動報告と、いじめの問題について意見交換を行いました。なぜいじめが

起こるのか、どのように対応すればよいのかをグループに分かれて話合いましたが、会

議での意見集約は各学校に伝えたいと思います。

８月８日には、２名のＡＬＴの任用式を行いました。今回２名のＡＬＴが退任し、新

たに船岡中学校にはマッケンジー先生、朝桜中学校にはブライアン先生の２名が着任し

ます。

８月９日には、滋賀県幼稚園こども園教育研究会が八日市文化芸術会館で開催されま

した。同日には、能登川コミュニティセンターにおいて、県事業の幼稚園と小学校の接

続研修会も開催されています。同日に研修会が行われ、多くの教員が参加できたと思い

ます。

８月１７日には、委員長とともに滋賀県教科用図書第３地区採択協議会に出席しまし

た。協議会での審議内容については、本日の会議での議題として協議いただきます。

８月１８日には、第１２回東近江市人権教育研究大会を開催しました。テーマは「子

どもたちの自立、未来と人権を保障する保育、教育を創造しよう」で、船岡中学校区の

教育研究推進協議会の担当教師から、自尊感情を中心に学びの礎を確立する取組に関し

て事例発表がありました。近藤卓山陽学園大学教授の文献を参考にした研究が取り組ま

れていました。その後の記念講演では、近藤教授から乳幼児期から取り組む自尊感情に

ついて講演をいただきました。本市の場合には、自尊感情が改善傾向にはありますが、

まだまだ低いということもあります。自分に自信があると肯定的に答えた子どもは、７

割程度で、残りの３割の子ども達をいかに育てていくかが課題であると認識していま

す。自尊感情には、基本的自尊感情と社会的自尊感情があり、どちらも体験や感情の共

有という、共有体験が必要であると話されていました。

本日午前中には、自民党滋賀県連合会及び東近江市自民党議員との政務調査会が行わ

れました。会議では道路や河川の充実についての話題が中心で、今年度は教育委員会へ

の質問はありませんでした。

今後の予定について報告します。８月３０日には、滋賀県教育委員会教育長に対して、

平成２９年度予算編成に当たっての政策提言を行います。提言内容につきましては、後

ほど担当から報告いたします。

９月５日には、東近江市事務共同化実施事業について、滋賀県教育委員会から視察が

あります。事務の効率化や教員の超過勤務の縮減等の観点から、県教育長が視察に来ら

れますので、八日市南小学校で対応します。
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次に国の動きですが、８月３日に文部科学大臣が馳大臣から松野大臣へと引き継がれ

ました。松野大臣の就任挨拶では、馳前大臣が示された「馳プラン」を継承することを

話されていましたので、文部科学省の方針に大きな変化はないと考えています。

８月２５日には、全国学力学習状況調査の結果が出される予定でしたが、調査実施校

の集計が一部漏れていたため、調査結果の発表が９月末頃になるようです。詳細につい

ての連絡はありませんが、結果の発表は遅れることになりました。

７月２２日には、道徳教育に係る評価の在り方に関する専門家会議から、「特別な教

科道徳」の指導方法・評価等について通知がありましたので、文部科学省の動きを注視

していきたいと考えています。

８月３日、４日と五個荘中学校の東北支援プロジェクトに同行しました。宮城県にお

ける生徒の活動内容を資料により報告します。

― 資料により説明 ―

今回の事業を通して、私も初めて東日本大地震による津波被害の現場を見学しまし

た。生徒たちと共に学んだこと、女川町教育長をはじめ多くの訪問先の皆様から聞いた

ことについて、今後の児童生徒への指導に生かしていきたいと感じました。報告は以上

です。

ありがとうございました。ただいまの教育長報告についてご意見ご質問はございませ

んか。

― 意見・質問等なし ―

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。

８月１日には、教育委員の皆様にやまの子キャンプの激励を行っていただきありがと

うございました。本年も安全管理について万全の体制で臨み、トラブルも無く終了する

ことができました。今年度の事業内容を検証し、来年度の事業に繋げていきたいと思っ

ています。

８月１０日には、第２６回日本ドッジボール選手権全国大会に湖東第二小学校のチー

ムが出場するため、市長出席のもとで激励会を開催しました。本大会は、８月１４日に

さいたま市記念総合体育館で開催され、結果はリーグ戦において１勝することができま

した。全国３位以上ということが、夢から目標に変わったと報告がありました。今後の

活躍を期待するところです。

８月１９日には、平成２９年度予算編成方針の示達が市長からあり、本年も「東近江

市グランドデザインレポートＯＧＲ２０１６」として重点的施策を推進することになり

ます。教育部も事業推進のための準備をこれから進めていきます。市長からは効率性の

重視、施策の検証・見直し、地域力・地域の特性を活かした予算編成、国の施策の情報

収集等について指示があったところです。次年度の予算については、攻めの予算となる

ように改めて指示されました。
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今後の予定ですが、９月２日には玉緒小学校体育館・プールの竣工式を予定しており

ます。教育委員の皆様にはご出席をお願いします。

９月１日から９月議会定例会が始まりますが、教育委員会からは議案の提案はありま

せん。福祉教育こども常任委員会においては、平成２７年度決算の報告が主な内容とな

ります。報告は以上です。

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。

湖東ひばり幼児園とちどり幼児園につきまして、新しい園歌と園章を決定すべく３

月、４月に作品の公募を行いました。湖東ひばり幼児園では、園歌２０作品、園章９作

品が、ちどり幼児園では園歌１４作品、園章１５作品の応募がありました。応募作品の

中から園歌･園章を選定するため、保護者、園の職員や地域住民等で組織する園名等選

定委員会を各園で設置しました。第１回の選定委員会について、湖東ひばり幼児園では、

８月２２日に開催しましたが、どれも力作ばかりで大変難しい選定作業になりました。

ちどり幼児園では、８月２６日に初回を開催する予定です。各園の保育･教育方針に適

合しており、地域らしさが表われ、園児や地域の皆さんに末永く愛される園歌と園章を

選定していただき、９月中には決定する予定です。なお、園歌につきましては、今回の

選定で歌詞を決定し、その後、その歌詞にあった曲を再度募集する予定をしています。

現在工事中の（仮称）五個荘東幼児園、（仮称）五個荘北幼児園、（仮称）平田市辺幼

児園、（仮称）愛東幼稚園の４園につきましては、統合や認定こども園化に伴い新しい

園名をつける必要があるため、８月３１日まで園名を募集しているところです。

学校法人ヴォーリズ学園が能登川地区の種町に建設を計画している認定こども園｢そ

らの鳥こども園｣の起工式が８月２９日に行われ、平成２９年４月に開園する予定です。

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あり

ませんか。

― 意見・質問等なし ―

質問等ないようですので、「３ 報告事項」に移ります。最初に、「平成２８年度９

月市議会定例会上程議案等」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 ―

各課から報告がありましたが、何かご意見ご質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

続いて、「平成２８年度東近江市市政功労者表彰推薦候補者」について、各課担当か

ら報告をお願いします。
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― 資料により説明 ―

各課から報告がありましたが、何かご意見ご質問はありませんか。

市政功労者表彰の候補者として、ゴルフ協会とありますが、これは団体から寄贈いた

だいているのでしょうか。

協会から寄贈をいただいています。具体的には、ゴルフ協会がチャリティーゴルフ大

会を開催し、そこでの寄付金を寄贈いただいています。今年度はタグラグビーの競技セ

ットを寄贈いただきました。

他に何かご意見ご質問はありませんか。

― 意見・質問等なし ―

質問等ないようですので、続きまして、「平成２９年度滋賀県予算編成に当たっての

政策提案」について担当から報告をお願いします。

― 意見・質問等なし ―

ただいまの報告について、何かご意見ご質問はありませんか。

学級編制についてですが、1 学年の児童数が３５人を超えると２クラスに分けるとい

う事でしょうか。

児童数が３６人の学年であれば、３５人を超えているので１８人ずつの学級に分かれ

るはずですが、滋賀県の学級編制基準では１学級２０人以上という基準があるため、現

状は２クラスにはならず、３６人学級として運用しています。

他に何かご意見ご質問はありませんか。

― 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。

生涯学習課・・・報告事項、ＮＨＫラジオ上方演芸会公開録音

歴史文化振興課 博物館Ｇｒ・・・報告事項、ぶらっと五個荘まちあるき

図書館・・・報告事項
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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 ―

なければ、次回の定例会につきましては、９月２６日午後２時から市役所東庁舎東Ａ

会議室で開催しますのでよろしくお願いします。

また、平成２８年１０月の教育委員会は、１０月２５日午前１０時から市役所東庁舎

東Ａ会議室で開催しますのでよろしくお願いします。

ここで、１０分間の休憩を取ります。再開後、「議案第１１号」の審議を行いますの

で、教育委員と関係職員は引き続きよろしくお願いします。

― 休憩 ―

それでは再開します。議案第１１号「平成２９年度東近江市小中学校特別支援学級教

科用図書の採択につき議決を求めること」について審議を行います。なお、賀川委員に

つきましては、教科書の作成に関わっていただいていることから、公平な選定を行うた

め、本議案に採決には加わっていただきません。議案審議中は席を外していただきます。

それでは、担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

ただいまの報告について、何かご意見ご質問はありませんか。

生活科１・２年生の教科書についてですが、教科書の分量がかなり多いように感じま

す。すべての内容を児童は見ることはできないと思いますが、授業ではどのように使わ

れるのでしょうか。

季節の行事などについて授業で取り上げる時に教科書を使用します。該当のページを

開いてみて、そこから学習に結びつけるなど、学習のきっかけづくりとして本教科書を

使用しています。

教科書採択につきましては、本市の他、第３採択地区協議会である近江八幡市、竜王

町、日野町が本日一斉に教育委員会を開き、それぞれの会議において審議し、採決した

結果を県に報告するということになっています。それでは、議案第１１号についてはご

承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―
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委員長

教育総務課係

長

委員長

それでは、議案第１１号につきましては原案通り可決といたします。最後に、事務局

より当面の日程説明をお願いします。

― 当面の日程について説明 ―

以上をもちまして平成２８年第８回教育委員会定例会を終了させていただきます。本

日は長時間にわたっての協議お疲れ様でした。ありがとうございました。

会議終了 午後４時３０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


