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 令和４年度教育委員会事務評価委員会 会議録 

 

Ⅰ．開催事項 

１．開催日時 

令和４年７月 15日（金） 午前 8時 55分～午後 2時 10分 

 

２．開催場所 

教育委員会室（長浜市八幡東町 632番地 長浜市役所５階） 

 

３．出席委員 

委  員  大橋 松行 

委  員  大橋 英子 

委  員  城樂 直 

委  員  髙橋 幸子 

委  員  森川 裕子 

 

４．欠席委員 

なし 

 

５．事務局 

教育長                  織田 恭淳 

教育部長                 内藤 正晴 

次長                   堤 幹広 

次長                   東野 裕賢 

教育総務課長               服部 稔 

教育改革推進室長             中北 隆尚 

教育指導課長               筧 敏弘 

管理監（未来子ども局設置準備担当)兼幼児課長   中島 尚子              

すこやか教育推進課長           山岡 万裕 

すこやか教育推進課 

南部学校給食センター主幹        小川 さやか 

教育センター所長             橘 憲照 

生涯学習文化課長             川瀬 智久 

生涯学習文化課担当課長          下司 満里子 

幼児課参事                奥村 あゆみ 

教育指導課教職員人事室長         細江 秀樹 

教育改革推進室副参事           廣部 健 

教育センター室長             樋口 孔司 
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教育センター室長             堂村 佳子 

教育総務課長代理             前嶌 美和 

教育総務課主幹              川瀬 奈津代 

（順不同） 

６．傍聴者 

なし 

 

Ⅱ．会議次第 

１．開 会 

２．あいさつ 

３．委員紹介 

４．事務評価の概要等説明 

５．委員長・副委員長選出 

６．議 事 

（１）教育委員会の活動概要 

（２）事務事業の点検評価 

７．閉 会 

 

Ⅲ．議事の大要 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

教育長から開会のあいさつがあった。 

 

３．委員紹介 

委員及び事務局職員の自己紹介が行われた。 

 

４．事務評価の概要等説明 

事務局から資料に基づき説明があった。 

 

５．委員長・副委員長選出 

事務局より、互選による選出について提案があったが、委員からの発言がな

かったため、事務局から大橋松行委員を委員長、大橋英子委員を副委員長に選出

することが提案された。 

特に異議は無く、全員一致で決定された。 

 

６．議 事 

（１）教育委員会の活動概要 
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事務局から、資料に基づき説明があった。 

    質疑なし 

 

（２）事務事業の点検評価 

事務局から、資料に基づき説明があった。 

主な質疑応答は以下のとおり。 

 

【生涯学習文化課】 

髙橋委員：子どもの読書活動の推進で、「おはなしのたからばこ」というものを学

級に置いてくださっており、私の子どももすごく本が好きで、学級に「おはなし

のたからばこ」というのが回ってきて、その中にあった１冊がよかったというこ

とをよく聞くので、これはすごくいい取組だと思っており、これからも続けてい

ただきたいと思います。 

城樂委員：学びを深める人づくりの支援ということで、さまざまなすばらしい長浜

の地域資源に、なかなか住んでいる者でも気づけない中で、高校生を対象に講演

会等をしていただいていることは大変いいことだと思います。 

  県立高校での取組になりますので、そこの連携がどういうふうになるか分かり

ませんが、今後はこれをきっかけに各高校で高校生が自分たちの地域をどういう

ふうにしていくのか。全国でも取組をされていますが、地域活性化への取組が広

がっていけばいいと思っております。 

大橋（英）委員：レファレンスサービスというものがあまり知られておらず、広く

周知するということを書いておられますが、自分の頭の中では何となく調査研究

に必要な資料を手伝ってもらうなど、あまり身近に感じないようなサービスだと

いう印象を持ってしまいますが、例えば学生がレポートを書くときの資料でも探

してくださいと気軽に言えるというようなことを伝えたいと思います。ホーム

ページに事例が載っているということですが、難しいものばかりではなく、私た

ちが使いたいと思えるような、日々の疑問でも何でもいいので、聞いたら探して

くれるとか、答えてくれるというような事例も挙げておくと、こんなことでも聞

いて良いんだということにはなるのではないかと思いました。 

森川委員：レファレンスサービスですが、私はよく子どもを連れて図書館を利用さ

せていただいています。自分が何か調べたいということに対して、専門の方にお

聞きすると、効率的に自分では思わなかった資料を選んでいただけてすごく助

かっています。例えば、小学校２年生ぐらいだと図書館に行ったりすると思いま

すが、そのときにぜひ子どもたちにも自分が調べたいことを、図書館の方に聞い

てもよいといった情報を入れていただきたいと思います。 

  私の勝手な想像ですが、図書館は静かにしないといけないというイメージがあ

るので、図書館司書さんに聞いても良いのかという思いが、きっと子どもの心の

どこかにあると思います。図書館訪問や学校に読み聞かせにいらっしゃったとき
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に、レファレンスという言葉を教えていただき、子どものほうから情報を広めて

いただけたら、レファレンスサービスの利用がもっと広がるのではないかと感じ

ました。 

「生涯学習のおさそい」について、私も拝見したことがありますが、とても、

たくさんの情報が載っていて、これをまとめるのには大変ご苦労なさったのでは

ないかと感じています。ただし、活用法が難しいのかと思うので、ぜひ検索でき

るシステムに期待したいと思います。 

大橋委員長：誰もが学べる場の提供について、全地域のまちづくりセンター等で生

涯学習講座を実施されたが目標値に届かなかったということですが、まちづくり

センターによって実施について大きな差があったのでしょうか。たくさん実施し

たところとそうでないところなど、大きな差があったのでしょうか。 

生涯学習文化課長：実施については、大きな差はそれほどありませんでしたが、や

はりコロナの影響により、昨年の８月 27 日から９月 30 日までが休館となったこ

とがかなり大きいということと、ある程度密にならない形で工夫しながらやって

おられますが、どうしても中止せざるを得ない事業もありました。 

  ただし、実績を見させてもらいましたが、まちづくりセンターによって極端に

実施が少ないというところは特にはありませんでした。まちづくりセンターも定

期的に職員同士が情報を共有し合い、講座の内容などもいろいろと共有し合って

実施されていますので、例えば「うちは実施が少ないのでさらに頑張らなければ

ならない」といったことを、各センターにおいてしっかりと共有しながらやって

いきたいと思っております。 

大橋委員長：貸出冊数の件ですが、現状値よりも 3,000 冊ぐらい少ないということ

ですが、減少した主な要因というのはどこにあるとお考えですか。 

生涯学習文化課担当課長：はっきりと調査ができているわけではありませんが、私

の感覚ですが、昨年度については開館をし続けていましたが、時間の短縮をして

いた時期があり、それも多少影響があるかと思っています。 

大橋委員長：小学４年生から６年生の１カ月間の貸出冊数ですが、読書冊数が１冊

以下という割合が現状値から比べるとかなり増えています。この要因については、

さきほど情報関係のことが触れられましたが、中学生から大学生世代に関して読

書離れが進んでいると今後の課題のところで書いておられます。ここで見せてい

ただくと、小学校の中学年から高学年の児童についても読書離れが進んできてい

ると思われますが、その１つの要因として、ＩＣＴ機器の活用の進展と関連性が

あるように私には思えますが、それについてはどのように考えていらっしゃいま

すか。１人１台端末の整備が進んできていますが、整備が進むことにより逆に読

書に親しむ子どもたちが減ってきているのではないかと思いますが、もしそうで

あるとするならば、何らかの是正措置を取る必要があるのではないかと思います。

バランスの問題だとは思いますが、そのあたりについて何か考えていらっしゃる

ことがあればお願いしたいと思います。 
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生涯学習文化課担当課長：図書館としても、様々な要因が考えられると思っており、

確かに学校で配布されているタブレットなどの影響も多少あるかもしれませんが、

やはり子どもたちがうまく時間を使うこと、それから自分自身で情報を得るとい

う方法や、タブレット以外にも本を読むことで様々な知識が広がったり、想像力

が豊かになったり、言葉が育まれたりしていくという、時間はかかりますが、そ

ういったことに魅力を感じてもらえるような仕組みづくりが必要だと思っていま

す。 

  具体的には、大学生や中学生については、以前から読書率が低いというのが全

国的な課題でもありますので、同じような世代の人たちと一緒に事業などに取り

組むことで底上げをしております。さらに今委員長がおっしゃっていただいたよ

うに、高学年になればなるほど読書と離れていくという傾向があり、小さな子ど

もたちは読書が本当に好きで、読んでもらうことが大好きです。その後に、自分

で読む力というものにつなげられるかということが一番の焦点になってくると思

いますので、そういったことを図書館だけではなく、学校や家庭、地域の方と一

緒に何か積極的に取り組めるような方向があれば良いと思っています。 

大橋委員長：担当課から何か評価項目以外の部分で工夫や努力されたことがあれば、

アピールやＰＲをしていただければと思います。 

生涯学習文化課長：生涯学習は、学校教育、社会教育および家庭教育で構成をして

います。その部分では、今年度も教育長もおっしゃっているように、生きる力と

いうものを育んでいくということがすごく大事なことです。そういった意味では、

社会教育というものは、今後もっと充実していかなければならないと考えており

ますし、引き続きしっかりと学校と連携した形で子どもたちを総合的に育ててい

きたいと考えております。 

生涯学習文化課担当課長：たくさんの方々に図書館を好きになっていただき、たく

さんの方に利用いただけるように、引き続き努力していきたいと思っております。 

 

【教育センター】 

城樂委員：９番の多様な学びの場を求める子どもや保護者の支援ですが、大変きめ

細かく丁寧なカウンセリング等の取組をご苦労の中でやっていただいており、感

謝しております。たくさんのご相談などに対応していただいておりますが、成果

といいますか効果としてはどのように受け止めておられますか。 

教育センター所長：目に見えた効果という部分は、カウンセリングというものはそ

ういった数値化できない部分があると思いますが、例えば児童生徒のカウンセリ

ングであると、何回かカウンセリングを重ねるうちに、学校から大丈夫ですとい

うことで打ち切ったケースもあります。また、保護者についてもご満足いただい

たというか、安堵したということでカウンセリングが１回で終わっているケース

もあります。一概には数値化できない部分があると思いますが、我々の手応えと

しては担当する職員がやってよかった、あるいは保護者に喜んでいただいたとい
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う声を聞いており、また学校からもそのような声を聞いていますので、それが成

果だと思っております。 

大橋（英）委員：今のお話に続きますが、職員が何名おられるかは分かりませんが、

これだけのことをされているということは、大変なお仕事だということを感じま

す。そこに加えて、アウトリーチ型の支援の推進を図ると書いておられますが、

現場というか家庭へ出向くということですが、例えばどのような方のところに

行っておられるのか、事例でもあれば教えていただきたいと思います。 

教育センター堂村室長：教育相談事業の中には、「発達」というサポートと「不登

校支援」というサポートがあり、学校や保護者から教育相談室に電話がかかって

くるのを待っているだけではなく、学校に出向く機会として発達サポート事業や、

平仮名の読み書きプログラムという１年生対象にした事業をやっております。学

校に出向いたときに、課題のある子や学校にずっと来ることができていない子な

どの情報を早めに学校から頂き、相談につなげていくということについてもアウ

トリーチ型の支援と考えております。 

  また、こどもサポートルームの活動でも、サポートルームに来られるお子さん

だけではなく、近くにサテライト教室を設けて、浅井支所まで通ってこられない

お子さんにはそちらに行ってもらうであるとか、学校の別室対応をされているお

子さんのところへ行かせていただき、そこでの様子をもとに指導したり、別室の

先生と連携を取らせてもらったりといったことも、今後さらに考えていこうと

思っております。 

  また、「こどもサポートルームなないろ」に通室しているが、少し状況が深刻

になり、休むことが続いた場合に、家庭にも了解を得て家に顔を見に行くという

こともさせていただきたいと思っております。 

教育センター所長：少し補足させていただくと、発達サポート事業というのは、保

育園や幼稚園から小学校に入ってくると、学習であるとか 45 分間座っているとい

うことがなかなか初期は難しい、なじまないという子どももいます。そういった

中で、生活様式の変化や価値観の多様化など今日的な社会環境の変化により、発

達に課題を抱えている子どもなのか、それとも適応の部分で時間がかかっている

のかを学校の教職員の方も早く見極めて、適切な指導を進めることが求められて

います。それに対して、学校に行き、そのチェックをしたり、見極めを補助させ

ていただいたりするという取組も進めているというところです。 

森川委員：本当にたくさんの相談に対応してくださっており、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。コロナ禍において困り事といいますか、学校に通うのが難しかったり

する理由や、悩みの内容といったものに新型コロナウイルスの影響はありますか。

また、最近は子どものクラスでも学校に通えていない子が、上の子の時と比べる

とすごく増えてきているように感じますが、そのあたりはどのようにお考えです

か。 

教育センター堂村室長：新型コロナウイルスの影響は、カウンセリングを担当して
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いるカウンセラーもよく口にしますが、やはりマスク生活で表情が見えないこと

に慣れてしまっている子どもたちが、自分の感情を出すことも苦手になってきて

いるのではないかと思います。また、相手がどう思っているのかということに、

すごく不安を抱えるお子さんが多く出てきており、「自分がどのように見られて

いるのか」、「どのように友達と関係をつくれば良いのか分からない」というよ

うな悩みが徐々に増えてきているように思っております。 

  昨年度も、発達検査にしても通室にしても、学校が休みになるとそれに伴って、

発達検査日や通室日の予定を変えざるをえないこともあり、非常に難しいと感じ

るところもありました。 

城樂委員：教職員研修ですが、コロナ禍で逆にオンラインにより、多くの先生が研

修の機会を得られたということはよかったと思います。いろいろな研修を計画し

ていただいており、教育センターの予算やスタッフの数からいくと、これが精

いっぱいの数かとも思います。もちろん自己啓発といいますか、自ら先生方が学

ぶということが大変重要ではありますが、学べと言って学べるものではないと思

いますので、そうしたきっかけづくりとして様々な研修をお願いできればと思い

ます。 

  自ら学ぶということに対して、これは教育センターだけではありませんが、本

来は自己負担により学ぶのでしょうが、研修に対して少しでも補助をしてあげら

れるような施策があれば良いと思うのですが、どうですか。 

教育センター所長：施策的な部分を言われますと、私どものほうでははかり切れな

い部分がありますが、Zoom での研修がありますので、研修のために会場に出向く

ということに関しては、時間的な部分や労力的な部分、もちろんそのままコスト

がかかるかもしれないので、そのあたりの敷居は低くなったと思います。   

ただし、学校現場についても、学校の責任にするという意味ではないですが、

コロナ禍ということもありますし、現場の声を聞くとそれぞれ消毒も含めて現場

対応に非常に苦労されているということも耳にしますので、なるべく Zoom も併用

させていただきながら、なるべく研修の場を多くし、時間的な部分も含めて身近

な研修にしたいと思っているところです。またご意見等ありましたら、お聞かせ

いただければありがたいと思います。 

大橋委員長：49 の教職員研修のところですが、非常にたくさんのメニューを提供さ

れており、たくさんの先生方や職員の方々が受講されているということですが、

ここには延べ人数で書かれていますが、実人数でいえばどのぐらいの先生方が参

加されていらっしゃいますか。 

教育センター樋口室長：実人数ですが、一番多い受講者数につきましては、教育研

究発表大会というものが毎年あり、今年の２月に開催させていただきました。そ

のときには Zoom での開催ということで、大体 700 人ぐらいの方が参加されました。

これは延べ人数ではありませんので、実人数ということになっております。それ

以外はほかの研修に参加いただいたということですので、実人数までは把握して
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おりませんが、やはり１人で２回であるとか、３回受けられた方もおられるので

はないかと思っておりますので、実人数で言うと 750～760 人ぐらいになってくる

のではないかと思っております。 

大橋委員長：実人数は、全教職員数に対して何％ぐらいになりますか。 

教育センター樋口室長：教職員全体の人数が大体 1,000 人ぐらいですので、７割ぐ

らいの方となります。教育研究発表大会を開催した日は、２月ということで受験

の時期でもあり、３年生を担当されている先生方については受講いただくには厳

しい状況がありました。この大会については、基本的に原則皆さんに参加いただ

くようにお願いしています。ただし、1,000 人の中には講師の方や非常勤の方も

入っておりますので、なるべく多くの方に参加をお願いしているというような状

況です。 

大橋委員長：教育センターから、評価項目以外でこれまで工夫されてきたことや、

努力されてこられたことがありましたら、ぜひアピールしていただければと思い

ます。 

教育センター所長：今年度は、新型コロナウイルスの影響が大きいと思います。こ

の影響をいかに緩和させ、学校現場の先生方の苦労を軽減させて、教育に力を尽

くしていただくかというのが私どもの使命でありますので、またご意見等があり

ましたら、いろいろなところでお聞かせ願えればありがたいと思います。 

 

（休憩） 

 

【教育改革推進室】 

城樂委員：51 番の学校適正配置について、今後５年以内に複式学級が想定される学

校についてですが、保護者などにアンケートをされていると思いますが、どのよ

うな傾向ですか。賛否いろいろあるとは思いますが。 

教育改革推進室長：今年度につきましては、すでに対象校６校のうちの２校につい

て、ＰＴＡの本部役員の方との意見交換を予定させていただいております。現在、

すでに小学校に入学されている保護者については、やはり認識としては今から再

編するのがおっくうなところがあるのかと思います。 

  一方で、これから小学校に入学される保護者についても、そういった声を複数

の方からお聞きしているところです。 

城樂委員：確かに小規模校のよさというものはもちろんあると思いますが、同級生

が１人になった場合などの保護者の思いを聞き取ってもらい、教育委員会からは

難しいとは思いますが、そういった声も吸い上げていっていただけたらと思いま

す。 

髙橋委員：15 番の教育の情報化の推進ですが、うちの子も実際にＩＣＴ端末を持っ

て帰ってきて使わせていただいております。また、去年の夏ぐらいから新型コロ

ナウイルスの感染者がすごく増えて、兄弟間のどちらかが風邪を引いていたり、
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鼻水が出ているといったことがあると、兄弟すべて休んでくださいとなり、症状

がよくなるまで学校に行けないということが結構ありました。冬場だと、何日も

続けて休むということがよくあり、子ども自身も自分は元気なのに学校に行けな

い、友達は勉強が進んでいるといったことにとても不安を覚えていたので、そう

いったときに、不安を少しでも解消するためにＡＩ型ドリルなどの活用をぜひ進

めていただきたいとすごく感じています。 

森川委員：私の子どもたちも、こういったＩＣＴ端末を使って学校に勉強したもの

を提出したり、授業の中でもちろん活用されており、友達がどんなことを考えて

いるのかなどを参観などで見せていただき、子どもたちはＩＣＴに関してすごく

進んでいるなということを感じています。 

  ただし、私自身はふだんの生活の中でコンピューターを使うのは、スマート

フォンくらいで、親がすごく遅れているということを感じます。保護者向けに今

はＩＣＴ機器を使って学校や市で行っていること等を情報として、もっと出して

いただければ、もっと親が関心を持って子どもと接することができるのではない

かと思います。子どもがやっていることを見てあげたいのですが、自分が分から

ないので、どうやって声をかけてあげれば良いのか分からないということもあり

ますので、ぜひ親向けにも何か情報発信をしていただければ良いと思います。や

はりハイブリッドでＩＣＴ機器も利用し、友達との直接のコミュニケーションも

とても大事ですので、そういったこともバランスをとりながら、上手に組み合わ

せて進めていただければありがたいと思います。 

教育改革推進室長：先日、教育委員さんの研修で速水小学校に行かせていただき、

小学校での取組を見せていただきました。その中で、学習参観の機会を活用して、

保護者の中でもそういったことに慣れていない方もおられますので、一緒に使い

方を勉強するといったような時間を設ける取組を紹介されていましたので、そう

いったことを広めていければと思います。 

教育改革推進室長：では、実際にＡＩ型ドリル教材を体験していただこうと思いま

す。 

 

（ＡＩ型ドリル体験） 

 

教育改革推進室長：これは、昨年導入させていただいた教材で、みなさんに実際に

体験していただきました。教育委員会としては、本年度にできればほかの学年に

も広げたいと思っており、今後予算獲得に向けて頑張っていきたいと思ってます。 

 

【幼児課】 

大橋（英）委員：３番の支援ルームについて、いくつか教えていただきたいと思い

ます。 

  今、特別支援のお子さんが各園にたくさん増えてきているということをよく聞
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きます。そういったこともあり、特別支援教育の充実ということで、支援ルーム

を開設されたと思っています。開設に当たっては、長浜市のその園に支援ルーム

があるということの意味は大きいと思いますが、開設が２園になっているという

のはどのような理由ですか。また、その２園に対しては、必ず特別支援教育士の

資格を取得した人が入るという体制を整えているということですが、実績では取

得者が１人であるということですが、１園にその人が入るとなると、もう一つの

園はどうなっているのですか。掛け持ちをされているのか、それとも資格取得の

ための受講者が入っているのかが分からなかったので教えてください。あわせて、

支援ルームの特徴というのはどういった意味があるのでしょうか。子どもたちの

支援をするということで開設されていると思いますが、例えば療育があり、保育

園や幼稚園を休んで親が迎えに行き、療育施設に連れていき、また園に戻ってく

るといったことを考えると、園の中にこういった支援ルームがあるということは、

保育を受けながらそのまま支援室へ行けるということなので、すごくいいことだ

と思います。担当している特別支援の子どもを受け持っている先生にとっては、

専門の先生が実際にその子を支援する姿が直接見られ、自分の支援の勉強にもな

るので、すごくいい開設だと思いますが、そのあたりはどうなのかをお聞きした

いと思います。支援ルームではどのような取組をされているのかということと、

今後は各園に広げていかれるのかということと、資格取得者が開設に追いついて

いくのかということをお聞きします。 

幼児課長：まず、全園に支援ルームを広げていくのかということですが、今待機児

童が出ているということ、就学前の入園希望の申込みが多い中で、全園に空き部

屋がある状態にはなっておりません。全園に支援ルームというような部屋がある

のが一番望ましいですが、全室を保育に使っている園がほとんどです。その中で

今回、令和３年度にまず「長浜北幼稚園」と「長浜幼稚園」の２園に試行的に開

設させていただき、令和４年度には、市の北のエリアにある「にしあざい認定こ

ども園」に開設させていただきました。 

  特別支援教育士につきましては、現在、すでに資格を取得している者が１人お

り、その職員が兼務という形で長浜北幼稚園と長浜幼稚園を行き来しながら、勤

務しています。 

  また、本年度から開設しております「にしあざい認定こども園」につきまして

は、昨年度から受講している職員がおります。特別支援教育士は２年かけて取得

する資格となっておりますので、１年を経過した者の配属を行い、その職員が中

心となり支援ルームの運営をしております。 

幼児課参事：支援ルームですが、クラスの中に支援が必要な子の居場所をつくって

いくというのが一番の目的ですが、そこに向けていく中で、クラス全体の活動に

よっては、その子にとってすごくしんどい時間や、活動に入りにくい時間もあり

ます。そういったときに、その子に合った支援ができるようにという思いで、体

を動かす活動や、いろいろな感覚統合的な遊びなどを取り入れているところです。 
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幼児課長：補足ですが、よく小学校の特別支援学級と同じようなものかと誤解をさ

れる場合がありますが、支援ルームというのは小学校の特別支援学級とは少し異

なった仕組みです。支援が必要な子は、基本はクラスの中で活動し、その子の困

り感に合わせて必要なときにだけ、10 分や 15 分だけ支援ルームを利用し、落ち着

いたらまたクラスの活動に戻るといった利用の仕方で運営をしております。 

大橋（英）委員：掛け持ちというのはなかなか難しいことです。保育の中で、支援

が必要な子が不安定になった場合に、支援ルームへ行き落ち着かせて、集団に戻

すということをしていくとすると、どの園においても支援ルームがあればとても

良いと思います。拠点が北のほうに１カ所であるとすれば、例えばよご認定こど

も園で情緒不安定になり、そこからにしあざいの支援ルームに行くということは

できないので、できれば各園に支援ルームがあればいいと思いますが、支援を担

当する人が大変ですね。保育士が講習を受けて、資格を取ってやるということで

すので、できるだけ保育士の仕事が多忙にならないようにしていただきたいと思

います。 

城樂委員：今の３番の特別支援教育に関連してですが、一人ひとりへの支援という

ことに対し、体制を整えていただいていることは大変ありがたいと思っておりま

す。  

担任の先生が全体の子どもたちを見る中で、支援の先生に任せきりになってし

まい、クラス全体が見えていないというような心配もあるのではないかと思いま

すが、そのあたりは研修でどのようにフォローをしておられるのでしょうか。 

幼児課参事：クラスの中で支援の先生と担任との連携というところがすごく大事に

なってくると思います。また、特別支援の研修につきましては、支援の先生もそ

うですが、担任の先生にも研修を行って、一人ひとりを大切にして、クラスの中

でその子の居場所をつくることを大切に、保育を進めていくといった研修を受け

ていただいていると思っています。 

城樂委員：５番の関係ですが、園小連携は、大切なことであるということは前々か

ら言われています。実際には、教育委員会の中でも連携がなかなか難しい点があ

るかと思いますが、具体的に取組を進めて、今４つの小学校区で連携をされてい

ることを、さらに広めていっていただけるとありがたいと思います。ぜひとも市

内の全校園にも情報提供をお願いしたいと思います。 

森川委員：２番の関係です。ここに、小学校にどのようにつなげていくかというこ

とが書かれていますが、確かに小学校では体育の授業がありますが、スポーツ少

年団の活動をする子としない子で二極化しており、運動にずっと携わっていける

子と全く苦手でしない子がいると思うので、園で運動遊びして楽しかったという

思いをぜひ小学校につなげていくプログラムがあればよいと思いました。上の子

が、夏休みの宿題で運動するという宿題をもらって帰ってきたので、ぜひそのよ

うな子どもが運動に携われる機会が増えていけばいいということも感じました。 

  もうひとつ、４番の関係ですが、私は読書については０歳のときからとても大
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切なことだと思っており、子どもと関わっています。今回、園で絵本ボランティ

アをさせていただくことになりましたが、園にある絵本がとても古く、先生方が

保育だけでお忙しく、そこまで手が回っていないという感じがしましたので、子

どもたちが何とか絵本の部屋に行けるような活動をさせていただけたらいいなと

思っています。予算的に難しいかとは思いますが、園の子どもたちが絵本に触れ

る環境が少しでも改善すればいいと感じました。 

髙橋委員：４番の関係ですが、家庭において週２日以上の読み聞かせを実施してい

る割合を出してくださっていますが、私は子どもが幼稚園に通っているときに、

週１回は必ず園で本を借りて持って帰り、家で読み聞かせをしていました。 

 週１回は家の事情にもよると思いますが、読み聞かせをしておられると思うので

すが、それ以上に絵本と触れ合うために、絵本の貸出しなどの機会をさらに増や

したということですか。 

幼児課参事：絵本の貸出しの機会を増やすというよりは、家庭でどのぐらい本に親

しんでおられるかということを指標にさせていただいています。 

髙橋委員：私は、今は小学校の読み聞かせボランティアをしていますが、その前は

子どもが幼稚園児だったので、月１回、幼稚園で読み聞かせなどをしていました。

私も、絵本を読む側として、絵本がすごくたくさんあり過ぎて、どの絵本を読め

ばよいのか分からないであるとか、そんな本があるんだと共有できる場でもあり

ましたので、親自身もどの絵本を選んでいいのか分からないなどがあると思いま

す。絵本だよりなどを出されており、工夫してくださっているので、すごくあり

がたいと思います。また、園での読み聞かせがあったときだけでもいいので、

「今日はこんな本を読みました」というようなものが、お迎えのときなどに見ら

れると、「こんな本があるんだ」ということを親子で知ることができ、子どもか

ら「あの本すごく面白かったよ」と言われれば、もしかしたら家での読み聞かせ

の機会も増えるのではないかと思うので、そのような工夫があるといいと思いま

す。 

大橋（英）委員：先ほどおっしゃったと思いますが、運動遊びを長年継続されて

やってこられているということは、皆さんの力というものが大きいと思いますし、

運動指導員をしっかりと設けてくださっているので、このように長年継続されて

いっているのかと思います。本当に長い年月をかけて、継続されている運動遊び

ですが、小学校の先生との連携となると、なかなか進んでいかないということも

あると思います。せめて、幼児期の間に運動遊びを通して身についた力や、子ど

もたちがどのような学びをしてきたのか、そういったことを小学校の先生と共有

できる場があれば、小学校につなげていくきっかけになると思います。 

幼児課参事：長浜南小学校の学区には、六荘認定こども園と長浜南認定こども園な

どから子どもたちが入学するのですが、運動保育士が１年生と２年生の体育の授

業に行き、運動遊びのプログラムを行って、学校の中でも運動遊びを取り入れて

いただけないかという取組を、去年実施し、今年も計画させていただいておりま
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す。そういったことがモデルとなり、小学校の体育の授業の中でも、体をほぐす

ところでうまく活用できるとも言ってくださっていたので、小学校へうまくつな

がっていけば良いと思っているところです。 

大橋委員長：２番と４番のところです。課題のところで、ウェブでアンケートをさ

れて、回答率が両方とも 30％ぐらいであったということですが、参考までに、私

が勤めておりました大学でも学生による教員評価というものがありました。一時

期、スマートフォンにより学生に回答させるというアンケートを行いましたが、

紙によりアンケートを行ったものについては 90％以上の回答があったのですが、

スマートフォンによる回答に変えた途端に回答率ががたっと落ちました。おそら

くこのぐらいの数字だったと思います。ということは、いくら文明の利器が出て

きたとしても、それに人がすぐ対応するとは限らないので、もし回答率を上げよ

うとするならば、私の経験からもやはり紙による回答に戻したほうがいいと思い

ます。面倒かもしれませんが、このほうが確実だと思います。ウェブによるアン

ケートは確かに機器を使える人はいいのですが、中には使えない人もいらっしゃ

ると思いますし、易しそうで易しくないと思います。そういったことを考えます

と、ぜひここは周知方法の検討や周知を図っていくと書いておられますが、アン

ケートのやり方そのものをもう一度検討されるほうがより建設的かと思います。

保護者のご意見を吸い上げることは大事ですので、やはりできるだけたくさんの

回答を得るために、参考までにご検討いただければと思います。 

  それから５番目のところですが、今後の課題と取組のところで、他の学区につ

いては園小連携が進みにくい課題があると書いてあります。これだけでは抽象的

でよく分からないのですが、具体的にこういうことで進みにくいのかということ

を公表していただけるのでしたら、ぜひお願いしたいと思います。 

幼児課長：子どもについての情報共有は、園と小学校とでされていると思いますが、

園でどういった保育や教育をしているのかということは、小学校の先生と共有が

できていないのではないかということです。まだ具体的には、小学校の先生が園

に見に来られるといった環境が整っていないので、定期的に園と小学校の先生が

交流する場を設けるといった制度があれば、園小連携が自然と進んでいくのかも

しれません。けれども、そういった制度化もされていませんので、非常に地域に

よって温度差があるというのが正直なところですが、そうは言ってもいられませ

んので、今後は地域ごとに小学校との連携を進めていかなければならないと考え

ています。園も小も含めてですが、職員の意識にも課題があると思っています。 

森川委員：今の交流の件ですが、先生方の交流ということで良いですか。また、子

どもたちが交流するということはあるのでしょうか。たとえば、園の子が小学校

に行くとか、小学生が園に行くというような交流はありますか。 

幼児課参事：地域によって、多少違いはあると思いますが交流は行っています。た

だし、コロナ禍でこの２年ほどはそういった機会が減ってしまっているので、そ

ろそろ園小で再開されているのではないかと思います。 
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森川委員：その中で、先生同士が交流できたらいいと思います。 

幼児課参事：そういった場があると、いろいろと話し合う場もつくれるかと思いま

す。 

城樂委員：今のことですが、園も学校も年々いろいろな課題で忙しい中で、大変だ

とは思いますが、園小連携といいますか、幼児から中学校卒業までずっと子ども

たちを育てていくという観点から言うと、大事なことだと思うので制度的なもの

に取り組んでいただければと思います。 

 

（休憩） 

 

【教育指導課】 

城樂委員：11 番ですが、数字だけではありませんが格差が縮まりつつあったという

ことですが、昨年は小学校のほうで差が開いたということに対して、どのように

原因を捉えておれるのか。また、ずっと前からですが、中学校になると一定回復

と言うとおかしいですが、全国平均に近づいていくということについて、どのよ

うに捉えておられるのかお尋ねします。中学校であると、全国平均を数学の場合

は上回ったりするというのは、同じ子どもですが学力が向上していっているとい

うことですよね。それはどうなのかと思います。 

教育指導課長：私も過去のデータを追っていましたが、今おっしゃったように、昨

年度の結果については、中学校では全国を超えたり、全国に近づいたりしている

といった点ですが、ここ数年は、明らかに小学校よりも中学校のほうは差が縮

まっております。ですが、これは最近の話で、過去には逆のことも当然ありまし

た。総体的には中学校のほうが上がっているということです。 

  中学校では将来の進路ということがあります。先ほど夢を持つという話があり

ましたが、端的に言いますと入試がありますので、今までよりもやはり子どもた

ちの意識も上がるということです。逆に言いますと、中学校に入ったから学力が

上がったというわけではなく、小学６年生の結果ですが、５年生までの結果です

ので、小学校でもこの結果を踏まえて、中学校に向けて６年生のときにもいろい

ろ指導していただいていますので、結果的に中学校でこのような結果になってい

るのであろうと思います。 

  どの情報かは忘れましたが、大学の進学率等も考えますと、滋賀県は結構高い

ですし、平均点も高いと聞いておりますので、あとの学年に行けば伸びているの

は事実かと思います。ただし、先ほど分析にもありました小学校のときに学習時

間が短いというのは事実でありますので、感じているところはそのようなところ

です。 

森川委員：うちの子どもも、小学生の学力状況調査を受けました。子どもはいきな

りこの調査を受けるのでしょうか。調査の説明や過去の問題ができるという機会

はありますか。 
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教育指導課長：これは、学校によっていろいろだと思います。 

森川委員：今まで子どもたちが受けてきたテストは、カラーで分かりやすそうな１

枚のテストですので、学力状況調査で受けるようなページがたくさんある問題で

は、多分初めての子はすごく戸惑うと思います。そういったことに対するフォ

ローはありますか。 

教育指導課長：今、最後におっしゃったとおり、小学校のテストというのは両面の

大きなものです。国語についても、Ａ３を横に向ければ、ぱっと問題が分かると

いったものですが、それが学力状況調査になりますとページをめくらなければな

らない。前のページのことを思い浮かべながら進めるということになりますので、

そのことがなかなかできていないかもしれません。 

森川委員：恐らく、そういったテストに慣れていない子がほとんどですよね。 

教育指導課長：中学校になりますと、実力テストでページが変わるということは確

かにあります。 

森川委員：そういったことを、子どもが分かってこのテストを受けているのか。全

く初めてで、問題を見たら、多分ものすごく戸惑うと思います。子どもに対する

情報提供や、今までのテストとは違うといったことは伝わっていますか。 

教育指導課長：今までのテストとは違うということは伝わっていると思いますが、

具体的に何ページにわたるテストであるとか、そういった詳細まではおそらく伝

えていないのではないかと思います。 

森川委員：過去の問題を見ることもできないのですか。 

教育指導課長：過去の問題といいますか、同じものを配るということは難しいと考

えます。 

森川委員：テストの形式はこうだというのが分かれば、また子どもの気持ち的にも

変わってくるのかとも思います。全国平均との差は、１問弱ですよね。 

教育指導課長：問題でいうとそうですが、数字がまず出ます。 

森川委員：もう少し、子どもたちがテストを有利に受けられたら良いと思いました。 

城樂委員：今の話ですが、県の教育委員会が何年か前から「ガッテン！！プリン

ト」やそういった形式の問題をつくって配付していると思いますが、その利用状

況はどうですか。 

教育指導課長：細かい状況は、今はつかんでいませんが、「ガッテン！！プリン

ト」は効果的なので、各校で取り組んでいると聞いております。 

森川委員：16 番のキャリア教育ですが、上の子ども２人は職場体験をさせてもらっ

ていました。今は大学生ですが、すごく良い経験だったようです。将来の職業を

考えることや、自分がどういった生き方をすればいいのかなど、この１週間でと

ても成長できたと思います。今はコロナ禍なので、なかなか難しいとは思います

が、もし再開ができるのであれば、ぜひ再開していただきたいと思います。それ

は、先ほどの「夢を持てる」、「将来の希望を持てる」というところにもつな

がっていくと思いますので、先生方も企業さんとの調整など、とても大変だとは
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思いますが、ぜひ再開できるようになれば、続けていただきたいと思います。 

教育指導課長：やはり保護者の皆様や、子どもたちからもそのような声を聞いてお

ります。実は、私の子どもは、今中学２年生ですが、学校に来ていただき、いく

つかのブースで話を聞いたというようなことを聞いています。貴重な体験な場で

あると思っております。 

大橋（英）委員：18 番の関係ですが、地域活動であるとか、伝統文化に触れるとい

うことは郷土愛にもなっていきますし、将来的には地域に残ってくれるというよ

うなこともあるのではないかと思います。中学生がＢ評価という結果になってい

ますが、中学生ほどこういった地域の行事に参加してほしいと思いますが、中学

生の割合が減少しているという部分は、データか何かあるのでしょうか。時間が

ない、土日に部活があるとか、あるいはそもそもそのような行事があることを知

らないのか。地域の中でも、今は情報というか伝達するつながりが低下している

ので、なかなかそういう情報が入らない中で、中学生まで情報が入っているのか

どうかということもあるのかもしれませんが、そのあたりのデータなどはあるの

でしょうか。 

教育指導課長：データというものは詳しくはないのですが、今おっしゃった部活の

ことは１つあるかと思います。私が住んでいる地域でも、地域を巻き込んだボラ

ンティア活動として花植えなどがあるのですが、やはり対象になっているのが子

どもと言いながらも、実際に参加しているのは幼稚園から小学生までの子です。

小学生もスポーツ少年団がありますので、スポーツ少年団のユニフォームを着た

まま参加してくれた子どもも何人かいました。中学生になりますと、私の子ども

を見ていましても、参加していないところがあります。 

  学校運営協議会のことについても、学校運営協議会の皆さんとも協力しながら、

地域を巻き込んでいけないかと思います。今、おっしゃった将来的に長浜のよさ

を子どもたちが知っていないと、長浜から出ていってしまうということもあるで

しょうし、やはり地域のよさを知るという意味では、地域の行事等に参加するこ

とは非常に大事なことだと考えます。国と比べると割合は上がっていますが、率

としてはまだ大きな差があります。 

髙橋委員：12 番の関係です。学校図書館のことが書いてありますが、子どもが通っ

ている小学校では、学校司書さんは何校かを兼任されているようです。やはり学

校の図書室に先生がいてくださると、子どもも図書室に足が向くと思いますので、

なかなか人が見つからないようですが、子どもたちが「図書室に先生がいるから、

本を読みに行こう」となるよう、学校司書の各校への配置にご協力いただきたい

と思っています。 

教育指導課長：年度初めには、数校において学校司書が見つからず、兼務をかけな

がらご協力いただいております。何年もたちますが、やはり学校司書が入ってく

ださることにより環境が大きく変わりましたし、子どもたちも大変喜んでいるこ

とは重々承知しております。募集をかけている中で、人材確保に苦慮している状
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況です。 

城樂委員：11 番のカリキュラム・マネジメントということですが、市内には、県内

でも唯一の義務教育学校が２校ありますが、おそらく９年間を見通したカリキュ

ラムの検討をされていると思います。９年間の子どもの学びの様子を見ながら、

たとえば小中学校の授業の内容が重複したりするということがあると思います。

小中学校の先生方が、中学校の先生については、小学校ではこのように教えてい

るのかとか、小学校の先生はこの後、中学校ではこのように学んでいくのかとい

うことがもっと見えるようになれば、もう少し見通しを持った授業というか、学

びができるのではないかと思います。義務教育学校での取組等を、もう少し学校

にも活かしていけるようなことを出していただければ良いと思います。 

教育指導課長：今おっしゃったように、義務教育学校は９年間を見越したというと

ころで、非常に大きな意義があると考えます。特に、小学校で学んできたことを

次にどうつなげていくのか。また、よく聞くのが小学校で教えたことが、中学校

にどのようにつながるのか、今おっしゃったことが非常に大切なことだと考えま

す。 

  この２校では、特に中学校の先生が小学校に出向いたり、小学校の先生が中学

校に出向くということをやっていただいております。見ていますと、もう少し改

善していける部分があると感じておりますし、おっしゃったように、よさを広げ

ていくような啓発が必要であると思います。地域からも非常にいいという言葉を

頂いておりますので、義務教育学校のよさを広げていけたらと思います。 

大橋委員長：18 ページの６の②学校支援事業のところですが、成果のところで学校

生活支援員、非常勤学習指導員、スクールサポートスタッフと書かれています。

全校が対象ではなく、対象校が限られていますが、対象校となる基準がありまし

たら教えていただきたいと思います。 

教育指導課長：各校からの要望に対して配置しております。各校から、ここにはぜ

ひとも必要であると聞かせていただき、それによって配置をしている状況です。 

大橋委員長：23 ページの 18 のところですが、地域行事に参加している子どもは多い

ということですが、地域や社会をよくするために何をすべきかと考えるといった

回答と結びついていないということです。参加はしているけれども、地域をよく

する、それについて考えているわけでもないと。これを結びつけるためには、何

か具体的に対策を取る必要があると思いますが、もし現段階で担当課のほうで考

えていることがございましたらお教えいただければと思います。 

教育指導課長：先ほど言いました地域での参加、あるいはここにある伝統文化等へ

の参加をしたあとに、「よかった」だけではなく、それを「自分の生活に今後ど

のようにつなげていくことができるか」ということについて、各校でも指導いた

だいております。そのことが非常に重要であり、将来長浜のことを考えるきっか

けになればと良いと考えております。 

大橋委員長：16 ページのいじめのところですが、Ｃ評価の説明の中で、「コロナ禍
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でソーシャルディスタンスができたためにいじめの件数が少なくなった」と説明

されましたが、いじめの件数が減ったことに対する理由が、いじめを積極的に認

知するということに反することだけではなく、不可避的なことにより生じた結果

であると考えます。そうすると、確かに目標値から比べれば件数が少ないわけで

すが、これはむしろプラスに評価すべきだと思います。指標に基づいて評価して

いますので、形の上では事業評価はＣとなりますが、実質的な評価はもう少し高

くてもいいのではないかと個人的には思います。 

  20 ページの 12 のところですが、学校司書を全小中学校と義務教育学校に配置さ

れたと書かれていますが、これは全て専任の方なのか、それとも兼務されている

方なのか、そのあたりどうなのでしょうか。 

教育指導課長：基本的に、兼務で配置しております。 

大橋委員長：実際には、学校司書の資格を持った方が何人いらっしゃるのでしょう

か。 

教育指導課長：昨年度は 21名を配置しております。 

大橋委員長：21名の方が全校に、兼務されて配置されているということですか。 

教育指導課長：そうです。 

大橋委員長：それで大きな支障はないのでしょうか。 

教育指導課長：当初、この方たちを任用したときから、勤務体系が大きく変わって

おり、会計年度任用職員ということになりましたので、勤務時間の制限もござい

ますので、人材が不足しているような状況です。 

大橋委員長：会計年度任用職員ということは、いわゆる非正規ということですね。

正規の方ではないということになると、そのあたりも正規の方がどのぐらいおら

れるか分かりませんが、そういう体制が続いていいのかという気がしますが、そ

のあたりはどうでしょうか。正規の方は何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか。 

教育指導課長：こちらについては、全員が非正規の方です。 

大橋（英）委員：17 番のところですが、子どもの自尊感情を高めるというところで、

「自分にはよいところがある」と答えた割合が小学校も中学校も、私が思ってい

た以上に高いと思いました。全国平均というのは、私はよくは知らないのですが、

自尊感情については、諸外国は高いとか、日本はすごい低いというのが私の頭の

中にはあります。長浜市は日頃から、先生方が丁寧に子どもに関わってくださっ

ているので、自尊感情というのが高いのかと思います。自尊感情が高いと、学力

にも影響するということをよく聞きますし、特に乳幼児の教育に関しては、自己

肯定感を高めるということは、子育ての中でもすごく言われています。そういっ

たこともあり、小学校でも中学校でも、子どもたちが「自分にはよいところがあ

る」と答えてくれているのかと思うと、うれしく感じました。 

教育指導課長：今、おっしゃった、就学前で取り組んでいただいていることを、今

後いかに小中学校にもつなげていくかというところだと思います。小学校の教員

がもっと就学前に出向いていく、または就学前の先生たちがもっと小学校に来て
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いただくといったようなことも、今後必要であると考えております。特別支援教

育の中では、そのつなぎということで本年度からそのような取組を始めさせてい

ただいたところです。先生方の取組もそうですし、地域の方たちの取組も非常に

大きいと私は思っています。 

大橋委員長：担当課のほうから、評価されないところで工夫や努力した点など、何

かアピールがありましたらよろしくお願いします。 

教育指導課長：昨年度もこの場でお話をさせていただき、先生方が評価よりも、

もっとやってくださっているのではないかというお言葉を頂き、大変ありがた

かったです。指標がありますので、それにのっとった評価ということになりまし

た。先生方もコロナ禍ですが、その中でもできることを見つけていただいて、い

ろいろやってくださっております。地域の方の力もそうですし、その結集がこの

結果であると考えますので、これからこのコロナ禍の中でいかにしていくかとい

うところがあります。ＩＣＴを活用したという部分もありますので、子どもたち

の学びが止まらないように当課としても努力していきたいと考えております。 

 

（休憩） 

 

【すこやか教育推進課】 

森川委員：26 ページの 22 番の食育のことでお伺いします。ほとんどの子どもたちが

朝ご飯を食べてから学校に通っているというのはすごいと思うのですが、食事の

内容などは聞いていますか。朝食を「食べる」か「食べないか」だけの調査なの

でしょうか。 

すこやか教育推進課主幹：朝食に食べたものについて、全部は聞いていませんが、

「パン」なのか「ご飯」なのか、また「おかず」があるのか、「汁物」があるの

か、組合せがあるのかといったところはアンケートの中で聞かせていただいてい

ます。その結果をもとに、５年生の授業では単品の朝食のお子さんには、「あと

は何を足せるのか」といったような改善について考えるといった授業をさせてい

ただいています。 

森川委員：アンケート調査の手応えとしてはどうですか。しっかりと朝食が取れて

いると思いますか、それともやはり品数が少ないと思いますか。 

すこやか教育推進課主幹：結果はとても分かれています。 

森川委員：子どもにより、差があるということですか。 

すこやか教育推進課長：差があります。品数をたくさん食べておられる、しっかり

食べておられる子がいる一方で、菓子パンのみというようなお子さんもいらっ

しゃいますので、その子に応じて「自分がさらによくなるにはどうしたらいいの

か」というような授業内容にしています。 

森川委員：スクールガードさんの話があったと思いますが、見守りというのはやは

り登校時ですか。下校時はどうですか。 
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すこやか教育推進課長：登下校時です。学校によっては、車などでパトロールに回

るといった形を取られるところもありますし、子どもが通うときに交差点に立っ

ていただく場合もあります。子どもと一緒に、家から学校まで登校班について

通っていただいている方もいらっしゃいます。学校によって取組が違うところが

あります。 

森川委員：子どもたちが通っている学校では、朝は登校の見守り当番というのが、

何年か前から当たっているのですが、下校を見守るというのがなかなか難しいと

思います。朝については、多分当番なり子どもと一緒に学校に行くなりして、お

仕事に行かれたりすると思います。ただし、子どもが帰ってくる時間もまちまち

ですし、なかなか帰りの見守りが難しいと思うのですが、下校時にも取組をされ

ているところがあれば教えていただきたいです。 

すこやか教育推進課長：令和３年度までの取組として、防災無線を使いながら、

「今子どもたちが帰る時間ですよ」と、スクールガードとしてお願いをしている

人以外でも、子どもたちが帰るときに外に出て見守ってくださいというような指

導を行っているところがございます。 

  ただし、今年になり、防災無線の切替えや本来の目的が違い、放送しても声が

響いてしまい何も分からないというような問題もあり、以前ですと２時 45 分ぐら

いに放送してもらっていましたが、今は夕方に切り替えてしまったという経過が

あります。以前のような取組ができると良いのではないかと思っています。 

大橋（英）委員：22 番の給食のことですが、令和３年度はどうだったかは分かりま

せんが、今は食材の価格がすごく上がっています。栄養というものは、ある程度

の基準があり、維持されていかなければならないので、献立には大変苦心されて

いるのではないかと思いますが、給食費を上げるまでにはいっていないのでしょ

うか。 

すこやか教育推進課長：調理にかかるお金や、施設の運用に必要なお金については

給食費には充てておらず、材料費だけを頂いています。昨年度の終わりぐらいか

ら、物価の高騰の影響が来ており、今年の予算の中で物価の上昇分に対して、う

まく最後まで給食を提供していけるのかという問題もありました。国の施策であ

る臨時交付金を使い、６月議会において補正予算を組ませていただきました。国

から頂ける交付金を使い、給食費からさらに上昇した分については補助金を出す

ことで、子どもたちの栄養を落とさない形で給食が実施できるように進めている

ところです。 

  今後の話ですが、小学校の給食費は無償ですし、私の個人的な意見ですが、で

きれば給食という教育の１つとして、子育て世代を支援することからも、給食費

を上げるということは考えずに、いろいろな方法を考えていきたいと思っていま

す。 

髙橋委員：25 番のスクールガードさんの件ですが、登録率が 25％以上の方が 25 校

中 20 校ということなのですが、これは登録をされてはいるが、実際にその活動を
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されている率とは違うということですか。 

すこやか教育推進課長：そうなります。スクールガードとして協力いただける方を、

学校で募集していただきます。通学路に立っていただくと、危険な面もあります

ので、保険などをかけさせてもらう必要があることから、このような形を取らせ

ていただいてています。ただし、登録をされても登下校の時間帯が決まっていま

すし、なかなか活動が難しいという方も中にはいらっしゃるのが事実です。 

髙橋委員：私は、子どもたちが帰るときぐらいに、ちょうど仕事を終えます。職場

から家に帰るまでの道のりで、神照小学校区なのですが、長浜北小のスクール

ガードさんはとてもたくさんの方が立っていらっしゃるのですが、自分の地域に

帰ってくるとあまり立っておられないという感じです。スクールガードをやって

いただいているだけでもありがたいのですが、学校によって取組に差があるので

はないかと感じるところがあります。 

すこやか教育推進課長：私が市役所庁舎まで通勤する中で、確実に立って指導され

ているところもあれば、子どもたちが何も気にせず交差点を渡っているところも

あります。学校の中での取組として、標準的にお願いはしていますが、人が集ま

りにくいといったことがあると、学校により差が出てしまっているところはある

と思います。 

大橋委員長：スクールガードのところですが、登録人数と必要人数のいずれかを達

成していない学校が４校あると思いますが、この４校というのはどういった状況

にある学校なのでしょうか。 

すこやか教育推進課長：子どもたちの人数の 25％にかなり近づいてはいるのですが、

少し足りないという状況であり、４校とも基準とする数値には少し足りないとい

う状況となっています。 

大橋委員長：そういった学校には、危険な箇所が登下校時にはないのでしょうか。

もしあるとすれば、やはり何らかの形で対応していただく必要があると思います

が、そのあたりはいかがでしょうか。 

すこやか教育推進課長：本当に必要なところには、立っていただいていると思って

います。基準となる数値からいくと、少し登録者数が少ないため、今回の結果と

なっておりますが、学校から困っているので何とかして欲しいということは聞い

ておりませんので、大丈夫ではないかと思っています。 

大橋委員長：25 ページの 21 の児童生徒健康診断の実施のところですが、これを見て

いる限り、尿検査や心電図の検査については、子どもが所属している学校でのみ

検診していると受け取れます。今後は、ほかの学校でも検査を受けられるように

するとされていますが、もしほかの学校で検査を受けるとすれば、距離的なもの

なのか、それともそれ以外の要因がそこに加わっているのか、そのあたりを教え

ていただければと思います。 

すこやか教育推進課長：心電図検査の場合ですと、検査の日に欠席されるという場

合が当然あります。基本は、所属する学校で受けていただくのですが、別の学校



22 

で健診の日が決まっていると、できるだけその学校に行って、検査を受けていた

だくようにお願いしています。 

  ただし、先ほど言いましたように、学校に通えていない子どもたちの検査をど

のようにするのかということが、今後の問題になっているところです。 

大橋委員長：現在も、そういった形で実施されているということですか。 

すこやか教育推進課長：そうさせていただいています。 

森川委員：健康診断の関係ですが、眼科や歯科などのほかの検査については、調査

をされていないということですか。心電図と尿検査と結核精密検査だけでしょう

か。 

すこやか教育推進課長：ここの指標にはあげていないだけで、歯科検診なども行っ

ております。 

大橋委員長：39 ページの 48 の①と②の事業ですが、そこでは就学援助費及び入学前

応援金、それから特別支援教育就学奨励費といったものを給付されていますが、

１人当たりの給付金額はどのくらいになるのでしょうか。 

すこやか教育推進課長：個人によります。学校によっては、修学旅行の行先が違う

費用の半分を補助しているようなこともあります。また、課外授業の数も変わっ

てきたりするため、個人により違う額となってしまいますので、１人当たりいく

らかという数字を持っておりません。 

大橋委員長：一律ではないということですか。 

すこやか教育推進課長：そうです。学用品でいくら、修学旅行の補助ですと半分で

あるなど、個別に決まっている形になります。 

大橋委員長：担当課から、何か評価項目に関係なく工夫や努力されたことで、ア

ピールしておきたいことがございましたら、どうぞご自由におっしゃってくださ

い。 

すこやか教育推進課長：教育改革推進室から説明があったと思いますが、すこやか

教育推進課としましては、子どもたちの学力を向上させていく中で、ＩＣＴの

ハード面の整備として、子どもたちに確実に持ち運びのモバイル端末を１台ずつ

持っていただく事業を順次進めており、今年の２学期になりますと、ようやく子

どもたち全員にタブレットを持っていただくことができるようになります。また、

学校での新型コロナウイルス対策ですが、令和２年に新型コロナウイルスが発生

してから、普通教室をまず優先して、学校全てに空気清浄機やＣＯ２チェッカーと

いった備品の整備を行い、頑張ってきたところです。 

  

【教育総務課長】 

大橋委員長：37 ページの 47 のエレベーターの設置ですが、令和７年度の目標値が小

学校だけが 60％となっております。目標値が 60％ということはエレベーターを設

置する必要のない学校が 40％あるのか、それとも何かほかの理由でこういう目標

値になっているのか、そのあたりを教えていただけますか。 
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教育総務課長：エレベーターの設置につきましては、非常にコストがかかるという

部分と、国の補助を頂きながら行うといったところで、一気に進めることができ

ないということがあります。通常、１つの学校にエレベーターを設置するのに、

計画段階から３年ぐらいの期間を要し、一気に進めることができないので、順次

計画的に進めていくのですが、いったん令和７年度までにはこれだけの学校に設

置したいということです。具体的な数字を申しあげますと、あと２校にはつけた

いという思いをしております。すべての学校にエレベーターの設置が必要である

ということは、認識をして進めているところです。 

森川委員：38 ページの 47 番ですが、防犯対策で玄関のドアのオートロック化をする

ということですが、先生方にとってもいいことだと思います。整備の現状を教え

てください。 

教育総務課長：昨年度末までで、幼稚園で９園中４園についております。また、認

定こども園については、８園中４園、保育園については３園中２園についている

といった状況です。 

森川委員：順次、オートロック化をしていくということですか。 

教育総務課長：はい。 

 

【総括】 

城樂委員：教育振興基本計画のところになりますが、項目と指標は非常に分かりや

すく、令和何年に向けての方向性をこのように示していただき、大変分かりやす

くていいと思います。それぞれの施策や事業といたしましては、非常に丁寧に取

組をされており、大変ありがたいと思っています。 

  いくつかの課題も出ておりますので、全体を通しての連携というか、そういっ

たものに対し、さらに見通しを持って各課の連携を深めていただき、生涯学習も

含めて、子どもたちや市民の学びが豊かになるようによろしくお願いしたいと思

います。 

森川委員：今回から委員をさせていただき、本当にたくさんの事業をされていると

いうことに、本当に驚きました。こんなにたくさんの事業をしてくださっている

ということを感じましたので、ぜひこれを市民の皆さんにもっとアピールしてい

けば、さらによいのではないか思います。ぜひ、いろいろな形で「市はこんなに

頑張っている」といったことをアピールしていただければ、もっと長浜市はよく

なるのではないかということを強く感じました。 

髙橋委員：私も森川さんと同じように、去年に引き続き、本当にたくさんの事業を

いろいろと工夫していただいたり、考えていただいていることに、すごくありが

たいと今回も感じさせていただいています。去年も同じように、教育委員会だよ

りの『共笑』などもすごく丁寧に作られているので発信してほしいと意見をお伝

えしたのですが、実際に長浜市から「発行しました」といったことを発信しても

らっているので、意見をきちんと反映していただいていることに、本当にありが
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たいと思っています。 

大橋（英）委員：皆さんが言っていただいたとおり、毎年思うのですが、本当にき

め細かに子どもたちのことを中心に考えながら事業をされていることに、いつ

も感心します。本当にご苦労さまです。学力向上という点では、なかなか大変

なこともあろうかと思いますが、少しずつでも向上できるように、また頑張っ

ていただきたいと思います。 

大橋委員長：今回、第３期長浜市教育振興基本計画に基づいて実施された事業を、

評価させていただいたということですが、これまで評価に関わらせていただき、

最初に思ったのは点検評価制度といいますか、見直しが行われて、昨年度までと

比較すると大幅に改善がされているということをまず感じました。 

  これまでは事務事業ごとに点検評価をされており、昨年まではこんなに分厚い

ものの評価をやっていたわけです。今回は、具体的な施策ごとの点検評価に変更

されましたので、それにより今日審議した報告書が昨年と比べてスリムになりま

した。スリムになり、資料も見やすくなったので、私たちのほうから見ても非常

に評価がしやすくなったと思います。 

  １つは対象事業の数が大幅に減ったことです。前年度までは 84 の評価をさせて

いただきました。今回は 54 の評価のうち、２つは実施されていないということで

すので、項目がないということで抜けておりますが、非常に評価する事業数が少

なくなったということです。また、低評価となった理由の欄を設けていただきま

したので、そこに評価の理由や内容を書いていただいたことにより、私たちから

見てもなぜこういった評価が出たのかということが、非常に理解しやすくなった

ということです。 

  もう一つは、工夫や努力したことの欄も設けていただき、そこには評価に反映

されないといいますか反映されにくい、そういう面での教職員の皆さん方の努力

を知ることができました。また、コロナ禍での皆さんの工夫や努力も知ることが

できたので、私は非常によかったと思っております。 

  評価に関することですが、昨年までは、もちろん基本計画が異なりますので、

一概に比較はできませんが、評価軸が１つであったと思います。数値化されてい

るか、されていないかは別として、両方ともに４段階の評価がついていたと思い

ます。昨年まで思ったことは、特に評価できないところのものが、４段階の評価

基準で適切な評価ができるのか。非常に疑問を抱いてずっと評価させていただい

ておりました。 

  今回は、評価基準を２つ設定していただきました。指標のついている施策に設

定していただき、これにより客観的に評価することができました。  

今回の数値は、教育振興基本計画に明記されておりますように、１つの具体的

施策に対して１つの指標がついておりますが、これを今回適用されているという

ことで、非常によかったと思います。なぜかと言いますと、昨年までは１つの事

業に対して、複数の指標が設定されているものがありました。そうすると、１つ
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の事業で、ある指標については目標を達成しているが、ある指標については目標

を達成していないということもありました。そういったときに評価はどうなるの

かということで、非常に悩ましい評価の判断を私たちとしても迫られたというこ

とがあります。それが今回は解消されたということにおいても、非常によかった

と思っています。 

  それから、数値化できない、あるいはしにくい施策については、今回「達成」、

「未達成」という２つの評価基準を設けて、評価していただきました。これは先

ほど言いましたが、これまでは数値による評価に対して４段階の評価をしておら

れたわけですが、客観性を担保していなかったということです。特に数値が出て

こない場合は、担当課の意向といいますか、主観が入ってきますので、それと私

たちの判断との間に大きなずれが生じる可能性もあります。そうすると、評価の

客観性がどうなのかというところで大きな問題が生じていました。それも、今回

解消されたということにおいてもよかったと私は思っています。 

  そしてもう一つ大きなことは、評価基準を変更されたということでした。これ

までは４段階の評価ランクは一緒なのですが、Ａランクの内容について、これま

では 100％を超えていなければＡ評価はつけられなかったわけですが、今回は

90％以上という基準にしたことによって、Ａ評価の事業が大幅に増えました。計

算してみたのですが、昨年度のＡ評価は全体の 16.7％、今回は 77.8％です。急に

Ａ評価の事業数が増えた。これはＡという評価のインフレを意図したわけではな

く、担当課職員の皆さん方のモチベーションを上げることに、評価をつなげるこ

とが重要であると私自身は認識を持っております。そういった認識に基づいてと

らえれば、十分に合理的なものである私は思っておりますので、こういう評価の

基準にされたのはよかったと思っています。 

  以前の評価基準ですと 100％を達成してもＢランクの評価となります。毎年基準

が上がっていき、その基準を 100％達成してもＢ評価しかつかない。そうなると、

事業をやっている側としては、できるだけ目標値を下げようという心理が働くの

ではないかと思います。もしかすると、マイナスだと思います。こういうふうに

90％以上をＡ評価とすれば、次は少し冒険ができるので、もっと目標値を上げて

いこうという、今度はそれがプラスの方向に心理が働くような気もするので、こ

ういう評価のあり方のほうが私はいいのではないかと、個人的な思いを持ってお

ります。 

  そういった意味で、今回、正直に言いまして非常に気持ちよく評価をさせてい

ただきました。教職員の皆さん方が教育に関して、非常にいろいろなことに対し

てご努力していただいていることを、これを見て感じさせていただいたことも、

非常によかったと思っています。 

教育長：皆さん、本当に長時間にわたり、ありがとうございました。今良いことば

かりおっしゃっていただいたので、あえて「もう少しこうすればどうか」という

ことがありましたら、具体的な個別の事案でも結構ですし、ぜひ忌憚のないご意
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見を頂き、また次年度につなげていきたいと思いますがいかがですか。 

大橋（英）委員：すごく皆さんが、いろいろと考えて新しい事業などもやってくだ

さっていますが、予算などいろいろなことも考えながらということもあると思い

ます。先ほどの支援ルームのことですが、とても手厚い支援でいいという面もあ

りながらも、インクルーシブという面では少し考えなければならないという面も

あり、今後はやり方なども検討し、よい方向に進めていっていただければ良いの

ではないかということも付け加えさせていただきます。 

城樂委員：先ほど言わせいただいたことと重なるかもしれませんが、個々の取組に

ついてはすごく頑張ってやっていただいています。長浜市として「こういう方向

性」で「こういう町にこういう人材を育てたい」ということをさらに押し出して

いただき、まずは教職員等が誇りを持って、「自分たちはこういう子どもを育て

るんだ」ということに、みんながベクトルを向けられるようにお願いできればと

思います。 

教育総務課長：昨年度も、事務評価に初めて携わらせていただき、昨年度について

は第２期の教育振興基本計画に基づく評価ということで、委員長からご指摘いた

だいたように非常に分厚い資料で、全ての項目を評価していただくことがダブル

スタンダードであったり、委員の皆さんにもご負担をおかけしていました。事務

評価委員会の開催時期も遅かったので、次の年度の事業に反映していけないとい

う反省点がありましたので、委員長をはじめ、いろいろな方のご助言やご指摘を

頂きながら、今年度はこういった形で資料を作らせていただき、事務評価委員の

皆様に評価していただきました。委員長からは、いろいろとお言葉をいただき非

常にありがたいと思っております。 

  また、評価することが全ての目的ではなく、次につなげていきたいというとこ

ろで、協議頂いたご意見やご助言は、必ず生かしていけるようにしていきたいと

思っています。また、昨年もご指摘いただきました、情報発信ということは大変

重要だということ、これだけの事業をやっていただいて等、いろいろなお言葉を

頂きましたので、それを「いかにしてこれだけの事業等をやっている」といった

ことをアピールしながら、「もっとこういったこともしていかなければならない

のではないか」という市民の皆さんからのご意見を頂戴するということにつなげ

ていければと思っています。情報発信ということを引き続きの課題として、取り

組んでいきたいと思っております。 

教育部長：さきほど、支援ルームの話がありましたので、支援ルームにはどういっ

た設備を設置し、どういった意味合いでやっているのかということについて、も

う一度説明をお願いできますか。おそらく、委員の皆様方も先生をやっておられ

た方は、なんとなくイメージは分かると思いますが、他の方は「支援ルームとい

うのは何なのか」と思っておられる方もあると思うので、説明をお願いします。 

幼児課長：支援ルームといいますのは、先ほども申しあげましたが、小学校の特別

支援学級とは少し違います。園は、全体がインクルーシブで保育教育をやってい
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るというスタンスの中、その段階段階に応じた個々一人一人に寄り添った支援を

まずはやっていくということで、発達に課題のあるお子さんが通常のクラスにも

いらっしゃいますが、その中でたまたまやっていることがその子には合わないと

いうか、その子にとって今はそれをすべきではないということで、泣いてしまわ

れたり、落ち着きがなくなったりというときがあります。そのようなときに、別

の場所に行こうというところで、５分や 10 分程度、その場所にあるボールプール

やオーシャンスイングという、ブランコのもう少し大きいバージョンのものでゆ

らゆらとすることで、就学前の年齢のお子さんはすごく落ち着くらしいです。私

も専門職ではないので詳しくは分からないのですが、そういったその子の育ちに

有効な遊具が支援ルームにあり、ボールプールの中に体を沈めて落ち着かれる子

があったり、オーシャンスイングでゆらゆらと揺られることで気持ちを落ち着か

せて、「そろそろ部屋に戻りたい」と自分から言われる子もあれば、先生が「そ

ろそろお部屋に戻ろう」と言うことで、クラスに自然に戻っていったりもします。

こういったことを繰り返すことで、就学前の中で、その子の発達や成長されたな

ということが見えない部分もありますが、小学校に行き１年、２年と学校で過ご

す中で、就学前での育ちが有効であったというような成果が見えてくる場合もあ

るようです。そのため、そういった教育保育に有効的に使えるような支援ルーム

ということなので、インクルーシブを否定しているとかそういうことではなく、

基本は、「園はインクルーシブである」というスタンスでやっていく中での取組

と考えております。 

教育部長：少し補足させていただきますが、その中で今、長浜幼稚園と長浜北幼稚

園、それからにしあざい認定こども園に支援ルームを設置させていただいていま

すが、さきほどの説明にもありましたように、まだまだ待機児童がいるという中

で、全体的に部屋が足りていない状況です。今、申しあげた園につきましては、

非常に園児数が減っており、正直なところ、部屋が余っております。部屋が余っ

ているので、そういったところに支援ルームを作ったいうことです。 

  支援ルームができるまでは、基本的には、たとえば絵本の部屋であるとか、も

ともと余っていた部屋など、そういったところへ一時避難ではないですが、子ど

もたちが行っていました。以前の場所ですと、今ほど言いましたボールプールや

ブランコなどそういったものが全くないといったところでしたので、何の変哲も

ないところにいるというような状況でしたので、それをもう少し落ち着かせるた

めに、支援ルームをつくらせていただいたという経過があります。 

  先ほど、支援員の話もありましたが、まだ１人しか取得していませんし、兼務

してやっているという状況ですので、これを一気に増やしていくということは、

そういった部屋があるわけではないので、なかなか難しいかと思います。けれど

も、もしこれが有効であるということになれば、全体的に園に設置していく必要

があるのであろうと考えています。あわせて人の養成も必要になってくるのであ

ろうと思っています。 
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  ただし、今はやることが多く、なかなか一気にできないので、１つずつやって

いくというようにしています。有効であろうというものについては、一度チャレ

ンジしてみて、成果が出なければまた違うことにやり替えるといったようなこと

で、改善していきたいと考えております。そういった取組をしているということ

でご理解をお願いします。 

 

 

大橋委員長による議事進行終了。 

 

 

教育部長から閉会にあたりお礼の挨拶があった。 

 

７．閉 会 

 

 


