
 

令和元年 11 月 湖南市定例教育委員会 会議録 

 

■開催日時   令和元年 11 月 22 日(金曜日) 午後２時から 

 

■開催場所   湖南市立菩提寺小学校１階会議室 

 

■会議案件 

 日程第１ 報告第 76 号  

   湖南市教育委員会の経過について 

 

 日程第２ 報告第 77 号  

   後援・共催名義の使用承諾について 

    （１）第７回こなんアンサンブルフェスティバル（後援） 

    （２）第 29回春の全国小学生ドッジボール選手権 滋賀県大会（後援） 

    （３）滋賀県春のドッジボール選手権第９回びわこカップ（後援） 

    （４）劇団こなんヒストリア特別公演第６弾（後援） 

 

 日程第３ 報告第 78 号   

   市内児童生徒の問題行動について 

 

 日程第４ 報告第 79 号  

   市内児童生徒の交通事故について 

 

 日程第５ 報告第 80 号  

   令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助費の受給認定について 

 

 日程第６ 報告第 81 号  

   第 15 回湖南市人権教育研究大会の開催について 

 

 日程第７ 議案第 53 号  

   後援・共催名義の使用承諾について 

    （１）「近江戦国歴史浪漫」～ここにしかない企画展～（後援） 

 

 日程第８ 議案第 54 号  

   湖南市「読書の魅力」種まきプラン（第３次湖南市子ども読書活動推進計画）

（案）について 

 

 



 

 日程第９ 議案第 55 号 

   湖南市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 11 協議事項 

  （１）令和元年１月定例教育委員会の開催日程について  

    （２）その他 

 

 

■会議に出席した委員    谷 口 茂 雄 

  岩 城 見 一 

              森 本 ゆかり 

              古 川 美智子 

                                   

■会議に欠席した委員    伊 藤 真 昭 

 

■会議に出席した事務局職員    10 名 

 

■会議を傍聴した人   なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■会議案件 

 ○日程第１報告第 76 号 湖南市教育委員会の経過について 

  提出資料に基づき報告第 76 号、湖南市教育委員会の経過について報告する。 

 

報告第 76 号、湖南市教育委員会の経過報告について報告いたします。10 月 26 日

から本日 11 月 22 日までの報告です。 

  10 月 28 日より、第２回人事訪問を行っております。今年から県内では、特定の

場所に各学校長に来てもらうシステムに変更して人事訪問を行っていますが、湖南

市ではこれまでどおり人事主事に学校を訪問いただきました。これは各学校の雰囲

気を感じて人事を行っていただくためです。また、年明け以降に第３回人事訪問が

実施されます。 

  11 月２日、甲賀市教育委員会、現職の教育長職務代理者であった方の告別式に出

席いたしました。 

  11 月８日、菩提寺北小学校での国語科授業研究発表会に出席しております。今年

度と来年度の２年間、菩提寺北小学校が文部科学省の指定を受け、国語科授業改善

の研究を進めています。 

  11 月９日、菩提寺小学校創立 40 周年記念式典に出席しています。 

  11 月 10 日、地域のふれあいまつりが多く開催され、かふか合唱祭に加えて、夏

見会館、三雲、石部南の３つのまつりに参加しました。 

  11 月 11 日、学ぶ力向上に関する学校訪問では、甲西北中学校で授業を見学して

おります。 

  11 月 16 日、図書館講座「身近な歴史を学ぶ２」に参加しました。第１回目は、

湖南三山の寺院建築の特徴について、次回 30 日は仏像の見方についての講座です。

出席したいと思っています。 

  11 月 17 日、湖南市防災士連絡会が設立され、私は資格を持っていますので参加

いたしました。地域住民として参加しています。 

  11 月 19 日、初任者研修授業研究会に出席いたしました。できる限り授業を見た

いと思い出席しております。 

  最後に本日、定例教育委員会後、夜は教職員ソフトボール大会出場者の慰労会で

す。教育委員会もチームをつくり出場しております。 

 

  ６ページ以降が校長会資料になります。重要な部分のみ説明いたします。 

  まず７ページ、教育情勢ということで、神戸市の教師によるいじめのその後を示

し、新聞資料等を付けています。 

  また、東日本大震災の大川小学校における訴訟が確定しました。判決では、教員

は一般住民よりも防災上の安全等については責任がある、との厳しい指摘がされて

います。この大川小学校の事例を基に、校長・教頭がともに出張している場合、意

思決定をどうするのか、プログラムを立ててほしいと指示をしています。 

  ８ページ、働き方改革の成果指標として、菩提寺北小学校が教員全員にアンケー



 

トを実施し、働き方改革の結果、教育の質が向上したと考えられる項目を調査され

ましたので指標例を追加しています。単に教員の超過勤務時間が減少したことを成

果にするのではないと、何度も伝えているところです。 

  15 ページ、令和２年度(2020 年度)構想のためにの部分に、中学校区の「目指す

子どもの姿」を各校の学校経営管理計画に位置づけること、を新たに付け加えまし

た。これまでから、中学校区連携は進めております。 

  令和２年度教育方針 Ver.１については、熟読し、２学期中に校長・教頭・主幹教

諭の意見を連絡するよう指示しています。教育委員の皆さまについても、12 月の

定例教育委員会の際にご意見をいただけるとありがたいと思っています。冬休み期

間に Ver.２を作成し、１月の校長会に示したいと考えているところです。 

  同じく 15 ページ、湖南市立学校必須応募事業の指定ですが、①②③のコンクー

ルについては指導して応募するよう指示しています。湖南市は成績が比較的良いの

で、引き続き頑張ってもらいたいと思っているところです。３番の「河野裕子短歌

賞」については、湖南市長賞・教育長賞を出していますので、応募いただいていま

すが、去年から入選が出るようになりました。また資料に入選した歌を載せたいと

考えています。 

  16 ページ、人事では丁寧な聞き取りをするよう依頼しています。 

 指導の参考にということで、組体操の危険性について資料を付けました。湖南市で

は各学校で工夫し実施してほしいと伝えているところです。 

  以上簡単ではありますが、教育委員会の経過報告とさせていただきます。何かあ

りましたら、質問等お願いいたします。 

 

 

（質疑、意見等） 

委員    組体操の実施は各校に任せているとのことですが、実際に湖南市内の

学校で実施している学校はどのくらいあるのですか。 

教育長   小学校は全ての学校で、中学校はされていません。私が怖いと感じて

いるのは、中学校での応援団アピールの際に、子どもたちだけでしてい

ることがあるのではないかということです。事前に危険性を指導する必

要があるかと思っています。 

委員    組体操は幼稚園でもされていますよね。 

教育長   されていますね。いろいろな危険性や、その危険をどのように回避す

るかの資料も校長会資料で示しました。以前は、体育部会が小学校教員

を対象に、大津市にある組体操を安全に行う方法を普及しているグルー

プを呼び、指導講習会を実施されました。継続いただきたいと思います。 

委員    子どもたちの体力が落ちていますので心配ですね。 

教育長   そうですね。筋力や体を支える力が弱っています。 

委員    「立腰」にもつながりますね。 

教育長   柔軟性も不足していますので、落下したときの膝などのクッション性



 

もないのでしょう。受け身もうまくとれないことが多いですね。 

委員    11 月５・６日の県外研修に行かせていただきましたが、第３分科会は

私だけでしたので、報告させていただきます。英語教育・外国語教育へ

の取組ということで２例発表がありました。１例目は宮崎市です。中学

校は 25 校あるとのことで、各校に１名ＡＬＴを配置している取組をさ

れていたのが印象的でした。 

教育長   予算はどのくらいなのか話しておられましたか。 

委員    予算金額については把握しておりませんが、予算がつくようになった

流れは話されていました。平成 30 年の市長選で、中学校にＡＬＴを１

名ずつ配置することを公約に掲げ当選されたため、きっかけがあったの

で実現したということでした。また、他の先生方への勉強会も、文部科

学省の教科調査官を講師にお招きし、先生方・指導主事も含め学校にと

らわれず市全体で勉強会を実施している取組が印象的でした。 

      ２例目は鳥取県境港市の事例です。境港市では、ＡＬＴを活用してス

ピーキングに力を入れられていました。必ず生徒とＡＬＴが１対１で話

す時間をつくっており、ＡＬＴからいろいろな質問をもらい、それを英

語で答えることを繰り返した結果、ＧＴＥＣでのスピーキングの点数が

全国平均からおおよそ 15 点程上がったということでした。市として力

を入れたところは、確実に結果が出てくるというお話が印象的でした。

以上でございます。 

教育長   ありがとうございます。英語教育については、使うことができる英語

を伸ばしていくことは大事なことです。ただ、それを 980 時間・1,015

時間の限られた時間の中でどれだけやるかということになると、教科で

時間の取り合いになりますので、私は小学校英語に反対していました。

例えば、英語教育の別の取組事例として、英検をどの級でも年１回は

1,000 円で受験できる自治体もあります。この場合、自治体での追加予

算が必要になります。 

      余談にはなりますが、鳥取市は人口 19 万人程の市ですが、すごい市街

地が形成されていまして、道路が４車線くらいありました。会場となっ

たトリギンホールは鳥取銀行が名前を付けているらしく、甲賀市のあい

こうか市民ホールよりもずっと大きかったですね。1,200 人くらい収容

できるのでしょうか。 

委員    広かったですね。500 人程度研修には出席されていたようですが、人

がまばらなように感じましたね。 

委員    鳥取県は石破茂さんの地元ですよね。石破氏一族が力を入れているの

で良いまちが形成されていると聞きます。駅の近くには、石破茂さんの

お父さんの銅像があるらしいです。 

教育長   そのようですね、銅像は見ませんでした。 

せっかく鳥取まで行きましたので、余った時間でトリギンホールの横



 

にある県立図書館と、駅の反対側にある市立図書館を情報収集のために

見に行って来ました。県立図書館には「環太平洋文庫」というコーナー

があり、韓国・中国の市と友好都市関係を結んでいて、本を送ったり送

られたりしているようです。貸出しできる本で、英語・韓国語・中国語

が並んでいました。その他の言語はあまり置いておらず、司書の方に案

内してもらいました。 

 

教育長   他にありませんか。ないようですので、報告第 76 号を承認することに

ついてよろしいですか。 

各委員    － 全員承諾 － 

教育長   それでは報告第 76 号について、承認することといたします。 

 

 

 

○日程第２報告第 77 号 後援・共催名義の使用承諾について 

 提出資料に基づき報告第 77 号、後援･共催名義の使用承諾について説明する。 

 

  （１）名称 第７回こなんアンサンブルフェスティバル（後援） 

    主催 湖南市文化体育振興事業団甲西吹奏楽団後援会 

    期日 令和２年１月13日（月祝） 

    会場 甲西文化ホール 

 

  （２）名称 第29回春の全国小学生ドッジボール選手権滋賀県大会（後援） 

    主催 滋賀県ドッジボール協会 

    期日 令和２年２月16日（土） 

    会場 湖南市総合体育館 

 

  （３）名称 滋賀県春のドッジボール選手権第９回びわこカップ（後援） 

    主催 滋賀県ドッジボール協会 

    期日 令和２年２月29日（日） 

    会場 湖南市総合体育館 

 

  （４）名称 劇団こなんヒストリア特別公演第６弾（後援） 

     主催 劇団こなんヒストリア 

    期日 令和２年４月５日（日） 

    会場 石部文化ホール 

 

 

 



 

（質疑、意見等） 

教育長   何かありますか。特にないようですので、承認することについてよろ

しいですか。 

各委員    － 全員承諾 － 

教育長   それでは報告第 77 号について、承認することといたします。 

 

 

 

○日程第３報告第 78 号  市内児童生徒の問題行動について 

 提出資料に基づき報告第 78 号、市内児童生徒の問題行動について説明する。 

 

   非公開 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   承認することについてよろしいですか。 

各委員    － 全員承諾 － 

教育長   それでは報告第 78 号について、承認することといたします。 

 

 

 

○日程第４報告第 79 号 市内児童生徒の交通事故について 

 提出資料に基づき報告第 79 号、市内児童生徒の交通事故について説明する。 

 

   非公開 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   承認することについてよろしいですか。 

各委員    － 全員承諾 － 

教育長   それでは報告第 79 号について、承認することといたします。 

 

 

 

○日程第５報告第 80 号 令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助費の受給認

定について 

 提出資料に基づき報告第 80 号、令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助費

の受給認定について説明する。 

 



 

   非公開 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   承認することについてよろしいですか。 

各委員    － 全員承諾 － 

教育長   それでは報告第 80 号について、承認することといたします。 

 

 

 

○日程第６報告第 81 号 第 15 回湖南市人権教育研究大会の開催について 

 提出資料に基づき報告第 81 号、第 15 回湖南市人権教育研究大会の開催について説

明する。 

 

 資料 81 ページをご覧ください。先日、第 15 回湖南市人権教育研究大会実行委員

会があり、今年度の人権教育研究大会の詳細が決まりましたので報告いたします。 

日時は２月 15 日（土）午後１時 10 分～４時 15 分まで、大会テーマは去年に引き

続き「心をつなぐ誰もが輝くまち」、甲西文化ホールにて開催します。実践発表は

学校と地域にお願いし、学校は甲西中学校区の３つの学校に、地域は「日本語学習

広場かみやんど」の取組を発表いただきます。公演は「生笑一座（いちわらいちざ）」。

北九州で旗揚げされた団体で、ホームレス経験者たちが自分たちの経験を伝えるた

めに全国を回っておられます。資料 83 ページには、開会行事、実践発表、記念公演

という１日の流れを示しています。ロビーでは、市内小中学生の人権ポスター・人

権メッセージの展示、企業・事業所人権啓発推進協議会からは人権ポスターの展示

を行います。市内の作業所による物品販売も声をかけているところです。以上、よ

ろしくお願いします。 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   教育委員さんには毎年出席いただいていたのでしょうか。 

事務局   案内はしておりました。ステージ上に並ぶといったことはありません。 

教育長   ご予定大丈夫でしたら、出席いただけると幸いです。 

委員    公演とありますが、演劇のようなことをされるのですか。 

事務局   資料にある８人の方が自分の経験を語られるイメージです。 

 

教育長   皆さまよろしくお願いします。他にありますか。特にないようですの

で、承認することについてよろしいですか。 

各委員    － 全員承諾 － 

教育長   それでは報告第 81 号について、承認することといたします 



 

 

 

 

○日程第７議案第 53 号 後援・共催名義の使用承諾について 

 提出資料に基づき議案第 53 号、後援・共催名義の使用承諾について説明する。 

 

   （１）名称 「近江戦国歴史浪漫」～ここにしかない企画展～（後援） 

      主催 一般社団法人明るいまちづくりの会 

      期日 令和元年11月２日～令和２年12月31日 

      会場 県内各地の大型ショッピングセンター等 

      趣旨 滋賀県内の「戦国の城郭」をジオラマ復元し、子どもたちに「偉

大なふるさとの歴史遺産」を知ってもらうことで、「地域の誇り」

「郷土愛」「夢」を育むことを目的とする。 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   特にないようですので、審議結果につきまして、異議なしと認め、議

案第 53 号について可決することとしてよろしいですか。 

各委員    － 全員異議なし － 

教育長   異議なしと認め、議案第 53 号を可決いたします。 

 

 

 

○日程第８議案第 54 号 湖南市「読書の魅力」種まきプラン（第３次湖南市子ども

読書活動推進計画）（案）について 

 提出資料に基づき議案第 54 号、湖南市「読書の魅力」種まきプラン（第３次湖南

市子ども読書活動推進計画）（案）について説明する。 

 

 別冊の資料をご覧ください。これまで３回策定委員会を開催し、内容の確認・修

正を行ってきました。今後のスケジュールとしては、１月にパブリックコメントを

実施し、最終２月の定例教育委員会で議題として審議いただき、３月に策定、の順

で進めていきたいと考えております。委員の皆さまにも目を通していただき、ご意

見ご指摘等ありましたら 12 月９日（月）までにいただければと思います。よろしく

お願いします。 

内容を見直した部分について説明いたします。第１章には、新たに「第２次計画

期間中の主な成果と課題」を追加しております。第２章「計画の対象」は、同じ内

容を第３章以降にも掲載しておりますので削除しました。第３章７ページ「現状と

課題」については、電子メディアに関する記述を削除し、読書環境の変化に関する

実態把握・分析を行う旨、追加しています。12 ページ以降「子育て支援センター・



 

保健センターなど各種施設における推進」に関しては、子育て支援センターの役割

が変わることに応じて見直しをしています。14 ページ「園・学校における推進」で

は、保育園・幼稚園がこども園へ・民営化へとなる動きの中で表現の見直しをして

います。16 ページ以降「小学校・中学校における推進」では、いろんな点で分析が

進められましたので、分析結果について修正しています。21 ページ以降、一部内容

が重複している部分がありましたので削除しました。第４章「計画の推進」は、25

ページの表を追加しました。前計画では、この計画に従い、どこの部局が、どのよ

うに事業を進めていくかがわかりづらかったため、進捗管理をしていく上でもわか

りやすいよう表を追加しています。29 ページ以降は、目標指標です。前計画から、

目標を達成しているもの・できていないものがあり、これらの状況を踏まえ、第３

次計画の目標指標を示しております。30 ページは項目も見直しており、学校図書館

流通システム利用件数・冊数については、利用回数は必ず増えていくため、表には

割愛しております。簡潔にするため、必要項目のみに見直しました。 

こちらは令和２年度から５年計画です。変更箇所は以上ですが、お時間あるとき

に読んでいただき、ご意見等をいただければと思います。 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   ページ数も減っていますね。12 月９日（月）を期限として意見などご

ざいましたらお願いします。 

事務局   資料に書き込んでいただいても大丈夫ですし、ファックス・電話で伝

えていただいても結構です。 

 

教育長   皆さん、よろしくお願いします。他にありませんか。ないようですの

で、審議結果につきまして、異議なしと認め、議案第 54 号について可

決することとしてよろしいですか。 

各委員    － 全員異議なし － 

教育長   異議なしと認め、議案第 54 号を可決いたします。 

 

 

 

○日程第９議案第 55 号 湖南市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 提出資料に基づき議案第 55 号、湖南市社会体育施設条例の一部を改正する条例の

制定について説明する。 

 

 資料の 103 ページをご覧ください。12 月定例議会で提案します「湖南市社会体育

施設条例の一部を改正する条例」の制定についてです。雨山市民プールについては、

老朽化が進んでいること、監視員が不足していること、の２点を理由に今年度は開



 

園を中止させていただきました。安全が確保できないため、今年度をもって正式に

施設を廃止させていただきたいと考えています。 

資料 104～107 ページの資料は、雨山市民プールの記載を全て削除する内容のもの

です。以上でございます。 

 

 

（質疑、意見等） 

教育長   この件については、定例教育委員会でも何度も説明いただいているも

のです。今回は条例を改正する形での提案になります。 

 

教育長   特にありませんか。ないようですので、審議結果につきまして、異議

なしと認め、議案第55号について可決することとしてよろしいですか。 

各委員    － 全員異議なし － 

教育長   異議なしと認め、議案第 55 号を可決いたします。 

 

 

 

 【 その他 】 

   ・令和元年１月定例教育委員会の開催日程について  

      日時   令和２年１月 23 日（木曜日） 午後１時半から 

 

 

  閉会  午後３時 52 分 

 

 


