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平成３０年第２回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成３０年２月２２日（木） 午前１０時００分 開会

場 所 市役所 東庁舎 Ａ会議室

出席者 教育長 藤田 善久 教育長職務代理者 辻 京子

教育委員 賀川 昌明 教育委員 篠原 玲子

教育委員 綾 康典 教育部長 中谷 逸朗

こども未来部長 北村 定男 教育部次長 清水 保

管理監（国体担当） 石井 義伸 管理監（学校教育担当） 伊藤 晴朗

管理監（学校給食担当） 辻 平 管理監（幼児担当） 周防 清子

教育審議員 安藤 宜保 教育総務課長 中村 達夫

学校施設課長 藤田 孝司 教育研究所長 中野 正堂

生涯学習課長 横山 義孝 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 幼児施設課長 野田 久雄

幼児課長 坂田 耕 図書館長 松野 勝治

スポーツ課主幹 村山 弘晃 学校教育課指導主事 山本千香子

事務局（教育総務課長補佐） 久田三智子

以上２５名

事務局 開会

教育長

各委員

教育長

皆さんおはようございます。本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうござい

ます。

ただ今から、平成３０年第２回教育委員会定例会を始めさせていただきます。

最初に、会議録の承認についてですが、委員の皆様には、「第１回定例会」の議事録が、

あらかじめ事務局から配付され、確認いただいていると思います。会議録の内容に、ご異

議はございませんか。

― 異議なし ―

それでは、「第１回定例会」の議事録は承認いただきましたので、後ほど、「辻委員」

と「賀川委員」に署名をお願いいたします。

なお、今回の第２回定例会の会議録署名委員は、「賀川委員」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。

それでは、次第に従いまして「報告」に移ります。

はじめに、私から教育長報告をさせていただきます。

昨日まで６日ほど、インフルエンザで休んでおりましたので、十分考えがまとまってい
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教育部長

ない中ですが報告させていただきます。

オリンピックでは、この６日間で日本が金メダルを３つ獲得され非常に感動をいたしま

した。平昌オリンピックが始まった頃は、政治的に北朝鮮と韓国が利用していると報道が

ありましたが、実際に競技が始まるとそのような考えが薄れていったと思います。それと

同時に、最初は日本もメダルが取れなかったのですが、メダルを取り出した頃、自分自身

と負けた相手の競技内容を認め合う姿勢が多くの場面で見受けられ、清々しい気持ちで受

け止めていました。

私は欠席しましたが、２月１７日にぬくもりメッセージの表彰式があり、キーワードが

相手を認め合うというような言葉だったと思います。お互いを認め合うことが人権のベー

スにあったような気がします。そういったことが政治色を拭い去る一番のきっかけになっ

たかなと思いました。特にスピードスケートの小平選手が優勝したときに、韓国の国旗と

日本の日の丸が、ウィニングランで一緒に走る姿は想像ができませんでした。本当にスポ

ーツはいいものだなと感じました。おそらく、平昌オリンピックのベストショットだった

と思います。これがきっかけに日本と韓国がもう少良い関係になればなと心から感じまし

た。

もう１点、今日の報告事項にもありますが「教育委員の任命につき同意を求めることに

ついて」の案件で、辻委員さんにつきましては、３月２３日で任期満了となります。大変

ありがとうございました。本来ならもう１期お願いしたいのですが、私自身が教職ではあ

りませんので、教育委員の中に教職経験者をという思いもあり市長にお願いをいたしまし

たので、ご理解をいただきたいと思います。

私からの報告は以上でございます。

続きまして、教育部長から報告をお願いします。

私からは、教育長代理で出席しました会議等についてご報告申し上げます。

２月１７日土曜日には、ぬくもりメッセージ 2017 表彰式に出席いたしました。

今年度は各部門に合計９８００点の応募をいただき、厳正な審査の結果４３名の方々を

表彰させていただきました。標語部門では、友達や相手の気持ちを大切にしたい気持ちや、

お互いを認め合い、仲間づくりをしようと思いが感じられました。

メッセージ部門では、自分の体験や、気づいたこと、感じたことを自分の言葉でしっか

りと表現いただきました。ポスター部門では、表現の仕方は様々ですが、丁寧に細かく描

かれており、その表現力に作者の強い思いが伝わっていました。

２月１９日月曜日には、平成２９年度第２回いじめ問題対策連絡協議会に出席いたしま

した。いじめの認知件数については、対応等が法で定められたことや定義が改正されたこ

となどを踏まえ、年々増加傾向にありますが、状況が悪化しているわけでなく、いじめの

定義が改正されたことでこれまで計上しなかった小さな出来事であっても、認知し対応す

ることで早期解決へつなげていることやアンテナを高くして見守っていることで、早期発

見につなげたいと考えております。

会議では、特に地域や保護者との協働について各関係機関から報告をいただいた中で、

教育委員会では携帯、スマホの実態が正確につかめていないことから、現状把握しなけれ

ばならない。市域だけでの取組は限界になっていることから周辺２市３町で中学校生徒指

導主事の会議等生徒の現状の把握に努めているとの事務局から報告がありました。
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長

同日に、今津で行われました第２回教育長・教育部長合同会議に出席しました。報告事

項として平成２９年度第３回近畿都市教育長協議会役員会の報告がありました。次に協議

事項として、平成３１年度以降の分担金について、平成３０年度滋賀県都市教育長会役員

の選任について、平成３０年度近畿都市教育長協議会役員の選任について、平成３０年度

全国都市教育長協議会役員の選任ついて、平成３０年度近畿都市教育長協議会定期総会に

おける役割分担について、平成３０年度近畿都市教育長協議会研究協議会における役割分

担について、平成３１年度文教に関する国の施策並びに予算について協議され、全会一致

で承認されました。東近江市は近畿都市教育長協議会定期総会での役員選考委員に藤田教

育長が選任され、また、滋賀県都市連絡協議会県外研修の担当を受け持つこととなりまし

た。

２月２０日（火）に世界凧博物館東近江大凧会館運営委員会に出席しました。大凧会館

事業で学校関係の対応として、布引小学校、箕作小学校、八日市南小学校では判じもん学

習に取り組んでいただいていますが、東近江市伝統文化を継承するためにもより多くの学

校に取り組んでいただくような手だてをお願いしたいとのご意見を出席委員からいただき

ました。

私からは以上でございます。

続きまして、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、２８日に開会します市議会３月定例会に提案します平成３０年度

予算案の主なものについて紹介させていただきます。新年度予算案については、「東近江

市子ども・子育て支援事業計画」に基づきまして、子ども･子育て支援を拡充するための各

種施策を盛り込んでいます。

予算概要書の１４ページをご覧ください。まず、「子ども子育て支援事業計画策定」で

すが、現在、平成２７年度から３１年度までの５箇年を計画期間とし、当該計画を本市子

ども子育て支援の指針と定め、取り組んでいるところで、計画期間終了後からの第二期計

画について、子ども子育て支援法で、計画策定が義務付けられており、平成３０年度はニ

ーズ調査の実施と集計分析、合わせて平成３１年度は債務負担行為に計画策定業務を見込

んでおります。

次に、地域子育て支援ですが、（1）地域子育て拠点「つどいの広場」の充実として、市

内６箇所の民間団体に乳幼児をもつ保護者の不安解消や子育て情報の提供に取り組みま

す。（3）見守りおむつ宅配便は、前年度と同様に継続実施してまいります。

次に１５ページをご覧ください。民間保育所等への支援ですが、（1）保育士の確保を図

るため、保育施設を経営する法人が、新たに雇用する保育士を入居させるために宿舎を借

り上げる場合の支援として、保育士宿舎借上支援事業を行うものです。（2）の運営支援で

すが、民間保育所等が実施します障害児保育、乳児保育、土曜保育等の事業に対して補助

を行い、運営や保育士の確保を支援するものです。（3）小規模保育施設整備補助ですが、

平成３０年度保育所定期申込に関して、不承諾となった３歳未満児の受け皿を確保するた

め、小規模保育事業所を湖東地区と能登川地区の２箇所において、平成３１年４月事業開

始予定で実施するものであります。

次に、同じく１５ページの中段。すくすく東近江市事業ですが、旧八日市南小学校跡地
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を活用して、保健センターと子育て支援センターを移転統合する事業で、妊娠出産、子育

てから高齢者まで、切れ目ない支援を行うための施設を整備するものであります。こども

未来部では、子育て支援センター、外周道路整備及び平成３１年度に緑の広場整備を行う

ものであります。

１６ページをご覧ください。認定こども園の整備についてですが、待機児童の解消、保

育環境の向上のため、保育と教育を一体化した認定こども園の整備を行うものであります。

能登川第二幼稚園や永源寺地区一体化施設については平成３０年度に設計、３１年度に工

事を行い平成３２年４月開園を予定しています。能登川第二幼稚園認定こども園化につき

ましては、後程幼児課長から今後の能登川地区幼児施設整備計画の中でご説明いたします。

認定こども園整備に関して、概要書の２１ページをご覧ください。国の予算の関係でこ

の度、平成２９年度の補正予算がされますので、平成３０年度に明許繰越して、能登川第

一幼稚園の認定こども園整備を行うものです。

１６ページの中段をご覧ください。学童保育所施設整備ですが、能登川東子どもの家整

備工事と八日市西こどもの家改修工事を行うものです。

次に、病児保育室の運営ですが、本年度の能登川と八日市で整備を進めており、４月か

ら愛東と合わせて、３箇所で実施します。１日当りの定員が３箇所で９人となります。

次に幼児教育の推進体制構築事業ですが、幼児期おける教育の重要性を認識する中に於

いて、国のモデル事業を受託し調査研究の成果として、４月から滋賀県初の幼児教育セン

ターを設置し、幼児教育の質の向上を図るものです。

以上、私からの報告とさせていただきます。

私と各部長からの報告について、ご意見・ご質問等ございませんか。

今ご説明いただきました「平成３０年度当初予算(案）の概要」１４ページの地域子育て

支援の「つどいの広場」で、市内で６箇所を民間団体が支援事業をされているということ

ですが、６団体が支援事業に関わってくださっているということですか。

そうです。

それは、こちらから団体にお願いをして行っていただいているのか、そういう活動をし

ている団体に補助金を出して後押しをしているのかどちらですか。

つどいの広場を運営するのに、支援員が２人以上必要などの要件がそろった体制で申請

をされた場合、交付要綱に基づき支援金を交付する制度がございます。１箇所４８０万円

の６箇所ということで、来年度も引き続き６箇所分の予算を計上しています。

市の基準にあてはまって、申請された団体に対して支給されるのですか。団体を増やす

ような支援はされていないのですか。

活動の相談があれば、協議はさせていただきます。
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教育長

綾委員

６団体は年々増えていっているのですか。

１箇所開設準備を進めおられる所がありますので、増える方向です。

６箇所はどこの地域ですか。

八日市地区に２箇所、湖東・能登川・蒲生・永源寺地区に各１箇所です。

規模や開催日数は、どこも同じですか。

補助金の交付要綱の中で、週５日・一日５時間以上の開所となっておりますので、その

内容で行っていただいております。

１４ページのおむつ宅配便ですが、確実に対象者に配られているのですか。

担当課からは、ほぼ確実に届けていると聞いております。家庭の状況によっては、対象

者からご遠慮されていることもありますが、一般的にはすべて届けさせていただいており

ます。

お母さんが相談される時間もありますか。

２９年度からは、配達車と配達員を増員し、関わる時間を増やしております。

問題をかかえている家庭が、配達員を通じて支援に繋がったケースもあるのですか。

配達員は、定期的に関わっていますので、問題があればすぐに市に連絡し、関係課に繋

ぐ体制は整っています。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

続きまして、議案に移ります。

「議案第２号 東近江市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について」担当課から

説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

学校運営協議会が東近江市にはまだ設置されていないということですが、今後設置予定
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などの計画はあるのですか。また、コーディネーターは月１回の連絡協議会がありました

が、推進員になっても同じですか。それと、コーディネーターの職務よりも多岐ににわた

ると考えられますが、どういう職務になるのですか。

学校運営協議会、いわゆるコミュニティスクールの形になると思いますが、東近江市は

ございません。現在はどちらかと言うと地域活動の方を優先して取り組んでいます。今後

は、準備を進めていきたいと思っております。コーディネーターの研修につきましては、

だいたい月１回程度で、外部研修を含めますともう少しあります。皆さんに集まっていた

だきベテランの方のノウハウを聞きながら、勉強会を実施していきたいと思っております。

職務につきましては、コーディネーターはボランティアを学校と繋げていただくのが中心

でしたが、今後は、学校に地域の方で影響を与えていく役割に変わっていきますので、研

修を深めていきたいと思います。

推進員さんの身分はどうなるのですか。第７条ではかなり厳しいしばりがあって、ボラ

ンティア的なイメージより、準公務員的なイメージを受けたのですが、そういう位置付け

になるのですか。

費用弁償を１時間単位でお支払いしますので、常勤ではありませんが、準公務員的な扱

いになります。守秘義務もありますし、結構厳しい条件になるのかなと思います。

職務に似合うような手当になるのですね。

規程としましては、１時間１,０００円以内となっております。

大変な仕事をしていただくのだから、もう少し配慮できないかなと思います。

時間換算ですが、どこまでが仕事に入るのか非常にわかりにくいと思います。中には一

日気をもんで、誰を頼むか考えてくださることもあると思いますし、時間計算はなかなか

難しいと思います。

それと、このままだと地域コーディネーターさんを推進員にお願いすることになると思

いますが、今のコーディネーターさんはそうは考えておられないと思います。どのように

お願いされるのですか。

今日もコーディネーター会議がありますので、その中でもお話をさせていただきます。

また、この問題は学校の事務局の考え方もありますので、それぞれの中で今後もご協力い

ただけるようにお願いしたいと思います。

「地域、学校」ときた時にこれからどんな仕事をするのか全然想像もつかないですし、

それに応じて学校ももっと地域に開かれていかないといけない状況になると思います。推

進員さんだけでなく学校も含めてどんな事業が展開されるのか深い話が必要だと思います

が。
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今まではボランティアさんをと連携して子ども達とマッチングさせながら学校教育の中

で地域の文化を学ぶイメージでしたが、今後は地域の学校というのを前提にしていますの

で大変難しいと思います。来週には学校事務担当者や校長に考え方の周知を図りたいと思

っています。

今日のコーディネーター会議で、役割について話をしていただくようにお願いをしてい

ます。受ける受けないはコーディネーターさんの判断によると思います。今までは学校地

域本部が各学校でしたが、今後は教育委員会になるという認識でいいのですか。それぞれ

の学校単位の活動ではなくて、教育委員会での活動となるのですか。

任命は教育委員会になります。活動については今と同じスタイルになると思いますが、

教育委員会がもう少し関わっていくことになると思います。

新しい事でわからない事が多いので、集中的に生涯学習課が関わるモデル学区を作って、

それをみんなが参考にするようなことは考えておられなのですか。

今のところは考えておりません。地域を巻き込むイメージから学校が中心に変わります

ので、コミセンに近いイメージになると思います。一気に進む事ではありませんので、学

習会等で徐々に学んでいっていただきたいと思います。

新たな名称で「地域学校協働活動推進員」を設置するということになります。前提の議

論も必要かと思いますが、推進員を設置し目標に向かって議論を深めながら進んで行くと

いう形になるかと思います。不十分な所もありますが、今回の要綱の制定につきましては、

推進員の設置を目的とした要綱という事でご理解をお願いします。

「議案第２号 東近江市地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について」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２号は原案のとおり承認といたします。

続きまして、「議案第３号 東近江市就学援助費給付の一部改正について」担当課から

説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

７ページの９条で、現行は支給を各学期に分けとなっていますが、改正後は教育委員会

が適切な時期により支給となっています。明記しない意図は何ですか。

今までは支給を９月、１月、３月に行っていましたが、９月を７月に変更しますので、
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辻委員

教育総務課長

教育長

各委員

教育長

各委員

教育長

管理監（国体

担当）

教育長

賀川委員

管理監（国体

担当）

綾委員

管理監（国体

担当）

各学期に分けとは明記できなくなりました。今より早い支給月になりますので、給付を受

けられる方からしますと、良い方向に改正をさせていただいております。

３回に分けて支給されるのですか。早く支給するという改正ですか。

メインは新入学児童生徒学用品費等を、入学前の３月に支給できるように変更をさせて

いただくことですが、７月に早く支給するということと柔軟に対応できるようにするため

の改正です。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

それでは、「議案第３号 東近江市就学援助費給付の一部改正について」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３号は原案のとおり承認といたします。

続きまして、「協議事項」に移ります。

「体育施設使用料及び学校体育施設使用料の減免基準の見直しについて」担当課から説

明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

減免基準取扱要領の１の（２）で市内保育園、幼稚園、小・中学校とありますが、市内

の意味は、市が管理しているという意味なのか、市内にあるという意味なのか、私立の施

設もあてはまるのか、取扱をお聞きします。

基本的には市立という考え方です。条例に教育委員会が特に必要と認めた場合という条

項がありますので、私立の場合は内容をお聞きし、その都度判断をさせていただきます。

１ページの１（１）の総合型地域スポーツクラブについては、やむなしという話なんで

すけれど、２０１９年４月１日以降の申請分から適用のスポーツ少年団等の了解は得られ

ているのですか。これは教育委員会スポーツ課としての先行ということで、文化施設の使

用料の見直しも視野に入っての話ですか。

まず、（２）以下の承諾はとれているのかということですが、まだ承諾を得ていません。

１年かけて承諾を得る予定です。
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生涯学習課長

辻委員

管理監（国体

担当）

教育部長

辻委員

教育部長

綾委員

教育部長

教育長

各委員

教育長

各委員

教育長

教育総務課長

コミセン等につきましては、所管はまちづくり協働課ですが、その辺の整理は大変難し

いと思います。現在、会議等で検討をしているところです。

この新基準は一般的に広く周知することはないのですか。

使用料については条例で定めますので、議会の承認が必要になってきますが、減額免除

ができるという条文しかありませんので、内容については教育委員会の中で定めることに

なっています。議決をいただく必要はありません。

新年度から新たな動きをしますので、議会でも議論には出ると思います。

１年かかってゆっくり説得している時間がないのではないですか。

このような基準の見直しは、基本的には半年です。今回は特に時間がかかるだろうとい

うことで、１年をとっています。いろいろな議論はしないといけないと思いますが、来年

度も体育施設は大きな予算で、大規模改修を行いますし、受益者負担が原則だと考えます

のでご理解をいただきたいと思います。

半額減免の半額は、各団体が負担をするわけですよね。今市から助成が出ている団体に

対してその分を段階的に減らしていくという考えもあるのですか。

スポーツ少年団は学校開放で、体育施設やグラウンドを開放していますが、鍵の開け閉

めもしなくてもいい社会体育施設の方へ流れています。どんどん学校の方を使っていただ

いたらいいと思います。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

それでは、「体育施設使用料及び学校体育施設使用料の減免基準の見直しについて」ご

承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは原案のとおり承認といたします。

続きまして、「報告事項」に移ります。

「東近江市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」担当課から説明を

お願いします。

― 資料により説明 ―
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教育長

賀川委員

教育総務課長

賀川委員

教育総務課長

綾委員

教育総務課長

教育長

各委員

教育長

教育研究所長

教育長

各委員

教育長

各担当課長

教育長

綾委員

学校施設課

綾委員

この件についてご意見ご質問はございませんか。

経歴の記載の方法について、こういう記載はしませんが。

大学卒業後、別の大学でも学ばれているためです。

きちんとした表現でないと変な解釈をされるので、この記載の仕方はいかがかなと思い

ます。

精査させていただきます。

社会教育委員は兼務でされるのですか。

やめられる予定です。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

続きまして「東近江市教育研究所条例の一部を改正する条例の制定について」、担当課

から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

続きまして「福祉教育こども常任委員会協議会報告等について」教育部から説明をお願

いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

旧政所小学校は平成１９年に閉校になって、管理は学校施設課が行ってきたのですか。

はいそうです。

貸出した後も学校施設課の管理ですか。
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学校施設課

教育長

各委員

教育長

各担当課長

教育長

綾委員

幼児課長

教育長

各委員

教育長

学校教育課指

導主事

教育長

綾委員

学校教育課指

導主事

教育長

辻委員

部局間の協議も必要かと考えますが、内容は生涯学習的な分野だと思います。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

続きまして、こども未来部部から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

病児保育が１箇所から３箇所に増えるということですか、現状の利用状況はどれくらい

ですか。また、東近江市総合医療センターの中にもあると聞いていますが、市とは関係な

いのですか。

現在は愛東病児保育室の１箇所で行っていますが、平成２８年度の利用実績は３９名、

２９年度の現在までの利用は４４名となっています。総合医療センターでは、事業所内保

育はされていますが、病児保育はされていないと聞いています。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

続きまして「外国語教育の推進について」担当課から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件についてご意見ご質問はございませんか。

小学校の先生の授業だと和製英語になりやすいので、リーディングはＡＬＴの方を主体

にできないのですか。

授業を進めるのは担任ですが、英語面においてはＡＬＴを活用していくことになります。

外国語教育につきましては、４月から具体的に始まりますので、教育委員さんにもお話

をさせていただいて、４月以降に実際の授業風景を観ていただくことも必要と思っていま

す。外国語教育を高める方向で取り組んでいきたと思っています。

全ての外国語の授業にＡＬＴが参加される体制になっているのですか。
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会議終了 午後０時１５分

学校教育課指

導主事

綾委員

学校教育課指

導主事

教育長

各委員

教育長

各担当課

教育長

各委員

教育長

事務局

教育長

８名のＡＬＴで２２校を回ることになり、小学校３・４年生においては１５時間、５・

６年生においては５０時間の全ての授業に入れるように計画をしています。

当初は３つに分けて行うという話もあったと思いますが、週１コマは確保されているの

ですか。

当初は短時間学習という案もありましたが、４５分間の１コマの授業を大切にしていく

ことと、ＡＬＴの活用を図るということから４５分で確保していくことになりました。

他にご質問はございませんか。

― 意見・質問等なし―

続きまして「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・・・・平成３０年度当初予算（案）の概要

○学校教育課・・・・教育しが

○学校教育課・・・・学校教育課だより

○生涯学習課・・・・報告事項

〇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。

― 意見・質問等なし ―

次回の第３回定例会は、レジメにありますように、平成３０年３月２２日（木）午後２

時３０分から、「市役所 東庁舎 Ａ会議室」で開催いたしますので、よろしくお願いし

ます。

また、第１回臨時会を３月１５日（木）午後２時００分から、第２回臨時会を３月２２

日（木）定例会終了後、「市役所 東庁舎 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。

― 当面の日程について説明 ―

年度替わりを迎えまして慌ただしくなってまいりますがよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、平成３０年第２回教育委員会定例会を終了させていただきます。
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会議録署名委員

会議録署名委員

教 育 長


