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令和 4 年第 8 回野洲市教育委員会定例会 

                               令和 4 年 5 月 25 日 

 

【西村教育長】 それではこれより令和 4 年第 8 回野洲市教育委員会定例会を開会いたし

ます。本日の出席委員は全員ですので、会議は成立いたしております。 

次に日程第 1、会期の決定についてですが、本日 1 日限りとしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【西村教育長】 ご異議ないようですので、会期は本日 1 日限りといたします。 

次に日程第 2、令和 4 年第 7 回野洲市教育委員会定例会議事録の承認についてですが、ご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【西村教育長】 ご異議ないようですので、令和 4 年第 7 回野洲市教育委員会定例会議事

録は承認されたものと認め、後ほど瀬古委員と本田委員にご署名をお願いします。 

次に日程第 3、令和 4 年第 8 回野洲市教育委員会定例会議事録の署名委員の指名につい

てですが、会期規則第 19 条第 2 項の規定により、瀬古委員と南出委員を指名いたします。

よろしくお願いします。 

次に日程第 4、教育長事務報告について、私より報告をいたします。別紙をご覧ください。

4 月 20 日から昨日 5 月 24 日までの報告についてです。まず 4 月 20 日、ヤスクール開校式

というのがございます。これは福祉のほうが中心になってやってるんですが、生活困窮者家

庭の子どもたちの学力保障ということで、特に支援を要する中学生ですね。市内の中学生、

大体 30 人ぐらいをコミセンやすに集めて、毎週水曜日 6 時から 8 時半ぐらいまで勉強会を

行っています。その校長として市長がなっております。 

それから 21 日、スクールガードリーダーという方が各学校におられますが、警察 OB の

大黒さんという方に、このスクールガードさんの研修等をやっていただく担当をしていた

だいております。その委嘱式を行いました。 

それから 4 月 27 日をご覧ください。近畿都市教育長協議会というのがございまして、毎

年 4 月に定期総会・研修会を行っています。今年は奈良県で行われました。近畿の政令指定

都市を除く市が近畿で確か 108 市ありますが、その教育長の組織の総会・研修会でした。 

それから 5 月 10 日、第 2 地区教科書採択協議会というのがあります。第 1 地区が大津で

す。第 2 地区が湖南 4 市と湖南市、甲賀市の 6 市で、小中学校で同じものを使っています

が、その教科書を採択する協議会を作っています。事務局当番が湖南市でしたので、湖南市

の教育委員会で会議がございました。大規模な採択は 4 年に 1 回あります。小学校、中学

校で 1 年ずれて全面的に教科書を新しくするというものです。今回は小規模で、国語や理

科というものではなくて、特別支援学級で使っている教科書。国が買い上げた教科書がある

んですが、それ以外に一般図書は市販の教科書に代えて使うことができるという制度があ

ります。その一般図書については絶版になったりいろいろあるので毎年採択をするという

ことで、その協議会がありました。7 月までに大体の中身を決めて、8 月に最終決定をし、
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その決まった教科書を来年度から使うというふうになります。 

次に 5 月 12・13 日、全国都市教育長協議会定期総会・研修会というのがございました。

これは山口市であったんですが、先ほどの近畿の全国版です。全国には 804 市ありまして、

そこに政令市から堺市が抜けて、この都市教育長協議会に入るということで 805 市になり

ました。政令市は政令市だけで教育長協議会を作っておられます。ですから、そこを除く市

の教育長が集まった研修会でございました。 

それから、5 月 17 日と 23・24 日です。県教委人事主事訪問というのがございます。こ

れは大体年 3 回、県教育委員会の所管であります学校の先生の人事異動についての訪問で

ございます。県教委の教職員課には人事主事というポストの人がいまして、守山と野洲は同

じ担当者がおります。この先生が学校を見て回って、特に 1 回目の今回は新任の先生の定

着状況、それから他市町から移ってきた先生の定着状況を見るというのを中心に見て回る

同行をしております。 

それから 5 月 20 日、県都市教育委員会連絡協議会がございました。琵琶湖大橋の近くの

マリオットホテルでございました。ここでは県内 13 市の教育委員さんの集まりで、毎年総

会を開いてそのあとに研修会をしております。 

それから昨日、一番下をご覧ください。5 月 24 日、新任・新赴任人権研修というのがあ

りました。これは野洲市内の保幼小中、それから野洲高校も一部参加されておられました。

新任の先生、他市町から来られた新赴任の先生を対象に、野洲市としての人権研修会を行っ

ております。 

以上、こういうふうな動きをやってまいりました。何かご質問ありましたらお願いします。

よろしいですか。ないようですので、次に移ります。 

日程第 5、付議事項（1）議案に移ります。議案第 31 号、令和 4 年度野洲市一般会計補正

予算（第 2 号）のうち教育委員会所管の予算に関する意見について、事務局より説明をお願

いします。北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 北脇です。それでは私の方から議案第 31 号についてご説明をさせて

いただきます。令和 4 年度野洲市一般会計補正予算（第 2 号）のうち教育委員会所管の予

算に関する意見につきましてご説明させていただきます。議案資料 1 ページからと議案書

関係資料 1 ページからをご覧いただきたいと思います。まず議案書 1 ページ目でございま

す。本議案につきましては、教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定に基づき、

教育委員会所管の予算案について意見を提出するものでございます。提出理由にあります

ように、今回の補正では野洲市一般会計、歳入歳出予算の総額に 1 億 1462 万 3000 円を追

加し、歳入歳出予算の総額を 245 億 4584 万 6000 円とするものでございます。そのうち歳

出の教育予算につきましては、歳出予算の総額に 5093 万 6000 円を追加し、教育費歳出総

額を 48 億 8059 万円とするものでございます。詳細につきましては議案書関係資料 4 ペー

ジをご覧いただきたいと思います。教育費・小学校費・小学校管理費・小学校施設整備費で

ございます。現計予算額 12 億 3420 万 6000 円に工事請負費 5093 万 6000 円を増額し、補

正後予算額を 12 億 8514 万 2000 円とするものでございます。なお特定財源として、小学

校施設整備事業債 3820 万円を充当するものでございます。 
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議案書関係資料の 5 ページと 6 ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正は、   

中主小学校旧館棟改築工事を進めている中で残土処分に当たり土壌調査をさせていただい

た結果、環境基準を超えるヒ素が検出されたことから、残土および杭汚泥を適正に処分する

ために土壌汚染対策費を増額するほか、木工事・塗装工事の仕様の見直し、仮設渡り廊下の

一部設置取りやめ、外構工事の追加を含め増額補正をするものでございます。5 ぺージにな

りますが、中主小学校の改築工事における汚染土壌処理について令和 4 年 4 月 27 日に資料

提供をしたものでございます。こちらにつきまして、改築工事における残土処分での土壌調

査の結果、環境基準を超えるヒ素の検出をしましたので、工事に伴い発生している残土及び

杭汚泥の適正な処分について、補正予算の要求と合わせて議案第 33 号、契約変更として金

額と工期の契約変更を行うものでございます。 

1 の経過でございますが、令和 4 年 3 月 17 日木曜日に建築事業者であります桑原組が土

壌サンプル採取を行っております。これは自主的に行ったものでございます。4 月 1 日金曜

日ですが、採取し分析調査をした結果、速報値として 1ℓ当たり 0.01mg 以下のヒ素基準で

はございますが、結果として 1ℓ 当たり 0.015mg のヒ素が検出されたということでござい

ます。この結果を受けまして、4 月 6 日県の南部環境事務所と協議を行ったところ、基準値

を超えたヒ素については自然由来の可能性が高いということと、環境基準を超えているが

微量であるということから健康には影響がないと判断しております。これを受けまして、4

月 27・28 日の 2 回、保護者の皆様、また学校評議員様を対象に説明会を行ったところです。 

2 番目の対応の方針でございますが、ヒ素を含有する汚染土壌として受け入れ可能な処分

地で適正な処分を行うということ。また、場外搬出を必要としない土壌についてはそのまま

残置するということ。また、汚染土壌対策工事期間中につきましては、建築主体工事の他、

電気設備工事、また機械設備工事につきましては、工事の一時中止として行うことを決定し

対応をするところでございます。 

6 ぺージでございます。先ほどご説明させていただきました汚染土壌の対策工事、また木

工事・塗装工事、そして仮設渡り廊下の工事、外構工事でございます。合わせて 5093 万 6000

円でございます。工事期間につきましては、当初、工期の完了を令和 5 年 1 月 31 日を予定

しておりましたが、今回汚染土壌対策工事にかかる工期の延長としまして令和 5 年 3 月 31

日まで、一旦年度内ギリギリまで工期を延長させていただきたいと思っております。なお、

スケジュールの調整など今後短縮できるように進めていくことになりますが、年度を超え

る場合は繰越手続き等を行いたいと思っております。配置図のところで、改築棟については

斜線で引いております。この地点でサンプル調査をさせていただいて、環境基準値以上のヒ

素が出たというところでございます。この点につきましては、7 ページの下にも表記をさせ

ていただいております。 

7ページから11ページにつきましては、説明会の資料を載せさせていただいております。

簡単に説明させていただきますと、8 ページ、このヒ素については人間の生命維持に必要な

元素のひとつであるということ。また、微量であるということで、先ほどの説明と重複しま

すが自然由来の可能性が高いと考えられる地域から検出されたということ。また、微量であ

ることから土壌汚染対策法や県の条例による規制または指導はないということ。また、工事
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に伴い不要となった土は適正に処分することといった指導をいただきました。今回の小学

校の場所ですが、9 ページの上になりますけども、滋賀の環境白書で、琵琶湖岸一体になり

ますが、野洲市から草津市の琵琶湖岸につきましては地下水の検査でヒ素が多く含まれて

いるという結果が出ております。そういった影響もあり地下水由来でのヒ素が高いという

ことが考えられます。あと環境基準の 1ℓ当たり 0.01mg ですが、こちらにつきましては 70

年間毎日 2ℓずつ飲み続けても健康への影響が出ることはないと判断される濃度を基準とし

ているところで、基準としては安全率が見込まれているということでございます。 

 10 ページでございますが、今回提出しました資料につきましては、微量である、また相

当の安全性を見込んだ基準であるということ、地下水の影響であるということで自然由来

であるもの。そして地下水由来であるというところからは、地下水を飲用しない限り健康上

の影響はないということから、子どもたちへの健康の影響はないと判断しております。 

 あと今後の予定につきましては、先ほどご説明させていただいたとおり、4 か月程度工期

が延長になるところでございます。あと 4 月 27・28 日両日説明会をさせていただき南出委

員もご出席をいただいておりました。主な質問・回答ということで載せさせていただいてま

すが、ここでも対策工事と通常工事を平行して工期を短縮できないかという意見をいただ

きましたので、可能な限り工期の短縮に努めますと返答させていただいております。 

 一番下ですが、今回出席された方から、説明会があってよかったというお声をいただいて

おります。関係資料につきましては以上でございます。 

議案書の 1 ページに戻っていただきまして、以上、令和 4 年度野洲市一般会計補正予算

（第 2 号）につきまして、教育委員会として適正と認めるという意見を提出するものでご

ざいます。 

なお今回の対策工事により工事の完了予定が約 4 カ月遅延することから、子どもたちへ

の影響であったり、仮設校舎のリース費用なども増額するということになりますので、でき

る限り延長期間の短縮を図るため議会における補正予算及び契約の変更議決を本議会の開

会日 6月 7日に即決いただけるよう進めていくものでございます。説明は以上となります。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 31 号について、ご質問等ご

ざいませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 ご説明ありましたように、湖岸地域で自然由来の環境基準を超えるヒ素が検

出されたということは特段珍しいことではないと思います。汚染土壌の処理について聞き

たいと思います。5400 万円あまりを処理費用に使うということですね。この処理費用は汚

染土壌の搬出と運搬、受け入れをする施設の受入費用だと思うのですが、積算で搬出量をど

のように見積もっているのか、運搬距離はどこにある施設に搬出するのかに関わると思う

のですが、搬出先施設はどこですか。それと、受け入れ施設の処分費用がいくらなのか教え

ていただきたいと思います。 

【西村教育長】 それでは北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 まず搬出の土量なんですけれども、積算上で説明させていただければ

いいんですけどもちょっと大まかにはなりますが、まず処分につきましては汚染土と汚染

汚泥ですね。杭工事におきまして残土が出ておりますので、その汚泥の処分が一つ。今後基
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礎の部分の土を掘りだしますので、その部分が汚染土の処分。この二つの処分を計画してお

ります。まず汚染汚泥の処分につきましては、今のところ三重県の伊賀市にあります処分地

での処分を計画しております。あと金額につきまして、これも申し訳ございません、単価に

係ることにはなりますが、今回汚染土の単価処分になりますので、統一的な単価がないとい

うことですので、業者からの見積りを公表されている他の処分場の単価と見比べながら適

正な価格で判断させていただいて計上し、積算しているものでございます。 

以上でございます。 

【西村教育長】 瀬古委員どうですか。 

【瀬古委員】 本来なら直営で処分するのでしょうけど、請負業者に任せたということなの

ですね。では、その請負業者が受け入れ施設に支払う単価は明記されていると思うので、そ

れを教えてほしいということが 1 点。それから 7 ページの不要となる土の処分のための調

査をしたということですが、土壌処理の費用は簡単に言えば、搬出量×運搬費+立米（㎥）

あたりの処分施設の受け入れ費ですね。試料採取ポイントは 5 箇所載っているので平面的

には理解できますが、搬出量は立米（㎥）なので、その深さ的にはどのようにサンプリング

されたのか、この 2 点説明をお願いしたいと思います。 

【西村教育長】 北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 まず土壌量ですね、先ほどお答えしてなかったかと思います。汚染汚

泥につきましては、約 700 立米、汚染土につきましても同程度で積算をしております。ま

ず単価なんですけど、ちょっとこれも公表できないというところで約ということで言わさ

せていただきますけれども、汚染汚泥の処分費というところではトン当たり、約 2 万 5000

円。汚染土の処分費につきましては、トン当たり約 1 万円というところで積算をしており

ます。汚染汚泥につきましては先程申し上げました、杭工事で出てきた残土になるんですけ

ども、汚染土壌につきましては今回環境基準を超えるヒ素が出たわけですけれども、県等の

協議の中では微量であったとか色々ありますが、そいうった中で土の入れ替えをするとか

そういったことはないんですけれども、あくまでも今回の改築工事の基礎の部分、影響する

部分と当初から計画していた土量ですね。それをまず取り出しまして基礎をさせていただ

いて、残土処分として搬出する分については適正な処分ができるところで処分するという

計画をしております。以上でございます。 

【西村教育長】 瀬古委員どうですか。 

【瀬古委員】 私がなぜこだわるかというと、非常にシンプルな工事で、工事費は運搬費用

と処分費用。その搬出量は 0.01mg という基準を超える土壌量で、かつ外へ持ち出す場合は

所定の処分場に運んで捨てなければならないというお話ですね。要するに、基礎にかかる土

壌全部が 0.01mgを超えていたのか、中には超えていない箇所があったのであれば、そこは

除外できると思うのですが。全部が基準値 0.01mg を超えていると判断されたのですか。 

【西村教育長】 はい、北脇次長。 

【北脇教育部次長】 委員のおっしゃっている通りですね。議案書関係資料の説明会資料の

7 ページの下のほうで、サンプリングということで 5 地点の土壌調査をさせていただいて、

ただ、この 5 地点の土を混合したうえで土壌溶出量試験を実施して、その中で基準値オー



7 

 

バーの値が出たということで、適正な処分をするというところでは環境基準を超えている

土量が全体的にあったという判断しています。 

【西村教育長】 馬野部長。 

【馬野教育部長】 すみません、少し補足で説明をさせていただきます。今次長の北脇のほ

うが説明したように、この 5 地点のサンプルを全て混ぜ合わせてその平均、水に溶かした

数値が 0.015mg 出たわけなんですけども、私共としましては、例えばもっとスポット的に

分割して調査をすれば、出てこない箇所もあるのではないかという疑問は確かにおっしゃ

るようにありました。桑原組さんを通じて、例えばサンプリングという調査をして出てない

土、出てる土で分けてするのはどうかというのを処分先に申し出たんですけども、処分先と

しましてはこのサンプリングで出た分についてはすべてヒ素が基準値を超えているので処

分が必要だという回答でしたので、全体的に不要な土については処分先に持っていくとい

う結果になったところでございます。 

【西村教育長】 瀬古委員どうですか。 

【瀬古委員】 ちょっと理解できませんが、要するに三重県に運ぶ残土は、立米 2 万 5000

円、大津へは 1 万円ですね。要するに立米数によって費用がかかるわけです。それならきち

っと 5 箇所測ってその数値を示して、超えている部分については深さ的にも、どこまでの

量なのか、その辺はシビアに積算しないと。それがそのまま処分費用に直結するわけですか

ら、5 地点のサンプルを全て混ぜ合わせてその平均が 0.01mg を超えたから全部処分しまし

たというのは、ちょっとずさんだなと思うのです。私としてはそういう疑問を持ちます。 

 以上です。 

【西村教育長】 はい。他にご質問等はございませんか。よろしいですか。無いようですの

でこれより採決に移ります。 

議案第 31 号、令和 4 年度野洲市一般会計補正予算（第 2 号）のうち教育委員会所管の予

算に関する意見について、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 31 号は可決されました。 

次に議案第 32 号、令和 4 年度野洲市一般会計補正予算（第 3 号）のうち教育委員会所管

の予算に関する意見について、事務局より説明をお願いします。北脇次長願いします。 

【北脇教育部次長】 引き続きよろしくお願いいたします。それでは議案第 32 号、令和 4

年度野洲市一般会計補正予算（第 3 号）のうち教育委員会所管の予算に関する意見につき

ましてご説明をさせていただきます。議案書 5 ページからと議案書関係資料 12 ページから

をお願いをいたします。 

まず議案書 5 ページでございます。本議案につきましては地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 29 条の規定に基づき、教育委員会所管の予算について意見を提出するもの

でございます。提出理由にありますように、今回の補正では野洲市一般会計歳入歳出予算の

総額に 1 億 4641 万 8000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を 246 億 9226 万 4000 円とす

るものでございます。そのうち歳出の教育費予算につきましては、歳出予算の総額に 428 万

8000 円を追加し、教育費歳出総額を 48 億 8487 万 8000 円とするものでございます。議案
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書関係資料 16 ページをご覧いただきたいと思います。歳入歳出補正予算の歳出の表でござ

います。款 10 の教育費の補正額 428 万 8000 円の内訳につきましては項 1 の教育総務費で

1 万 2000 円の増額、項 2 小学校費で 251 万 7000 円の増額、項 3 中学校費で 106 万 9000

円の増額、項 5 社会教育費の文化振興費で 48 万 4000 円の増額、博物館費で 20 万 6000 円

の増額補正でございます。詳細につきましては教育費、教育総務費、教育相談費、事業名 4、  

ふれあい教育相談事業費では現計予算額 15 万 6000 円に消耗品費 1 万 2000 円を増額し、

補正後予算額を 16 万 8000 円とするものでございます。これはことばの教室における新型

コロナウイルス感染症対策としてフェイスシールドを使用して発音の指導を行うため、そ

の購入費として増額補正をするものでございます。なお財源につきましては新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当をしております。 

続きまして教育費、小学校費、小学校管理費、事業名 2 小学校管理運営費では現計予算額

1 億 7762 万 1000 円にその他備品購入費 251 万 7000 円を増額し、補正後予算額を 1 億

8013 万 8000 円とするものでございます。これは 5 つの小学校の廊下などの主に空調機未

設置箇所の換気効果を高めるために、網戸を設置するための増額補正をするものでござい

ます。なお財源につきましては当初予算で計上しております公立学校情報通信ネットワー

ク環境整備事業の 1 人 1 台端末使用料などを含め新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金、1919 万 4000 円を充当するものでございます。 

続きまして、教育費、中学校費、中学校管理費、事業名 2 中学校管理運営費では、現計予

算額 9410 万 9000 円にその他備品購入費 106 万 9000 円を増額し、補正後予算額を 9517

万 8000 円とするものでございます。これは小学校管理運営費同様に 2 つの中学校の廊下な

どの主に空調機未設置箇所の換気効果を高めるため、網戸を設置するための増額補正をす

るものでございます。なお財源につきましては当初予算で計上をしております公立学校情

報通信ネットワーク環境整備事業の 1 人 1 台端末使用料などを含め、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金 940 万 7000 円を充当するものでございます。 

続きまして、教育費、幼稚園費、幼稚園管理費、事業名 3 幼稚園管理運営費と事業名 5 幼

稚園施設整備費につきまして、あわせてご説明させていただきます。それぞれ当初予算で計

上している幼稚園業務の効率化・ICT 化推進事業について､新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金 115 万 4000 円と 147 万 3000 円をそれぞれ充当することから、財源更

生をするものでございます。 

続きまして、教育費、社会教育費、文化振興費、事業名 3 文化ホール・小劇場管理運営費

では、現計予算額 4978 万 3000 円に備品購入費 32 万 3000 円を増額し、補正後予算額を

5010 万 6000 円とするものでございます。これは新型コロナウイルス感染症対策として市

文化ホール 2 館、文化ホールと文化小劇場になります。それぞれの事務所前等にオートデ

ィスペンサー、感知式の自動消毒器になります。オートディスペンサー付きサーモカメラを

設置するための増額補正でございます。設置箇所数につきましては、文化ホールに二か所、

小劇場に二か所の計四か所でございます。これまでの利用者の感染対策としましては、検温

は手持ちの非接触型体温計を使用しておりましたが、特にイベント受付時の職員の感染リ

スク及び負担軽減を図るため今回導入をするものでございます。なお財源につきましては、
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するものでございます。 

続きまして、教育費、社会教育費、文化振興費、事業名 5 さざなみホール管理運営費で

は、現計予算額 2615 万 8000 円に備品購入費 16 万 1000 円を増額し、補正後予算額を 2631

万 9000 円とするものでございます。これは文化ホールと同様、新型コロナウイルス感染症

対応としまして、事務所前等にオートディスペンサー付きサーモカメラを設置するための

増額補正でございます。設置箇所数は 2 か所でございます。なお財源につきましては新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するものでございます。 

続きまして、教育費、社会教育費、博物館費、事業名 3 博物館管理運営事業費では、現計

予算額 3818 万 2000 円に印刷製本費 4 万 4000 円、備品購入費 16 万 2000 円を増額し、補

正後予算額を 3838 万 8000 円とするものでございます。印刷製本費では野洲市使用料条例

の改正に伴い、博物館入館料を本年 10 月 1 日から変更するため、新料金の入館券を新たに

作成するための増額補正でございます。また、備品購入費では文化ホール等と同様、新型コ

ロナウイルス感染症対策として、事務所前等にオートディスペンサー付きサーモカメラを

設置するための増額補正となっております。設置箇所は 2 か所でございます。なお備品購

入費の財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当し

ているものでございます。 

議案書 5 ページにもどっていただき、以上令和 4 年度野洲市一般会計補正予算（第 3 号）

につきまして、教育員会として適正と認めるという意見を提出するものでございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 32 号について、ご質問等ご

ざいませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 素朴な質問です。議案第 31 号、32 号とも 6 月補正ですね。これを分けてい

るのは、議会に提出する日が違うのか、どういう意味合いで分けておられるのかお聞きして

いと思います。 

【西村教育長】 はい、北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 まず 2 号につきましては、先程ご説明させていただいた中主小学校

のヒ素の対応になるんですが、現在進めております工事の影響で工期が伸びるというとこ

ろで子どもたちへの影響が大きいということもございまして、できるだけ工期を短縮する

という面で、議会の議決を通常ですと 6 月 28 日が最終日議決なんですけれども、開会日の

6 月 7 日に即決という流れで提案をさせていただきたいと思っておりまして、その点で議案

を分けているというところでございます。以上でございます。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか。 

【瀬古委員】 はい。 

【西村教育長】 他にご質問等ございませんか。よろしいですか。ではないようですのでこ

れより採決に移ります。 

議案第 32 号、令和 4 年度野洲市一般会計補正予算（第 3 号）のうち教育委員会所管の予

算に関する意見について、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 32 号は可決されました。 
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次に議案第 33 号、工事請負契約の変更に関する意見について、中主小学校旧館棟改築（建

築主体）工事について、事務局より説明をお願いします。鎌田課長お願いします。 

【鎌田教育総務課長】 教育総務課鎌田です。議案第 33 号、工事請負契約の変更に関する

意見について説明いたします。議案書 8 ページをご覧ください。令和 3 年度工第 41 号中主

小学校旧館棟改築、建築主体工事でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 29 条の規定に基づき、別紙のとおり市長から工事請負契約の変更につき議決を求めるこ

とについて意見を求められましたので、次のように意見を提出するものです。 

意見としまして適正と認めるものです。提出理由は工事にかかる工事請負契約を締結す

るため、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及び野洲市議会議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第 2 条の規定に基づき、野洲市議会の議決を要するためです。 

議案書 10 ページをご覧いただきたいと思います。令和 3 年 12 月 23 日議決を得ました、

中主小学校旧館棟改築、建築主体工事の請負契約を次の通り変更しようとするものでござ

います。具体的には 2 の契約金額を、変更後といたしまして 7 億 1064 万 9500 円にしよう

とするものでございます。内容につきましては、先ほど北脇次長の方から説明ありました、

議案第 31号において説明させていただいた内容になりますので省略をさせていただきたい

と思っております。それではご審議の方よろしくお願いいたします。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 33 号について、ご質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。ではないようですので、これより採決に移ります。 

議案第 33 号、工事請負契約の変更に関する意見について、中主小学校旧館棟改築（建設

主体）工事について、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 33 号は可決されました。 

次に議案第 34 号、専決処分につき承認を求めることについて、野洲市教育研究所運営協

議会委員の委嘱について、事務局より説明をお願いします。井上次長お願いします。 

【井上教育部次長】  よろしくお願いします。議案書の 11、12、13 ページをご覧くださ

い。野洲市教育研究所運営協議会委員の委嘱について、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 25条第 1項及び野洲市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4条第 1項の規

定に基づき、令和 4 年 5 月 1 日、13 ページのように処分いたしましたことから、同条第 2

項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。今年度の野洲市教育研究所

運営協議会委員を 13 ページのように定めました。以上でございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 34 号について、ご質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。はい、井上次長。 

【井上教育部次長】 ちょっと資料の間違えがございましたので、訂正をよろしくお願いい

たします。ナンバー8 の伊藤陽子委員が祇王幼稚園となっておりますが、中主幼稚園の間違

いでございました。資料の訂正をよろしくお願いします。申し訳ございませんでした。 

【西村教育長】 議案書 13 ページの 8 番目、伊藤陽子さんが祇王幼稚園ではなくて中主幼

稚園ということです。訂正お願いします。それでは何かご質問等ございませんか。よろしい

ですか。ないようですのでこれより採決に移ります。 
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議案第 34 号、専決処分につき承認を求めることについて、野洲市教育研究所運営協議会

委員の委嘱について、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 34 号は可決されました。 

次に議案第 35 号、専決処分につき承認を求めることについて、野洲市生涯学習推進員の

委嘱について、事務局より説明をお願いします。井狩課長お願いします。 

【井狩生涯学習スポーツ課長】 生涯学習スポーツ課、井狩です。議案第 35 号、14 ページ

から 16 ページでございます。議案書関係資料は 20 ページでございます。なお 16 ページの

名簿につきまして、一部印字されていないところがございましたので別紙でお配りしてお

ります。 

それでは生涯学習推進員につきまして、ご説明をさせていただきます。生涯学習推進員に

つきましては各自治会内における生涯学習の普及、それから推進と生涯学習活動の活発化

を図るために各自治会の推薦に基づきまして委嘱をするものでございます。任期は 1 年と

いたしまして、令和 4 年 5 月 1 日付で委嘱したことによる専決処分につきまして、名簿の

通り委員を委嘱いたしましたので承認を求めるものでございます。以上簡単でございます

が、よろしくお願いいたします。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 35 号について、質問等ござ

いませんか。はい、瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 今説明があったように、委嘱は 5 月 1 日からということですが、議案とし

て出される以上、その資料に、他の議案と同じように期間を明記すべきではないかと思いま

す。何日から何日までか。議案だけを見ると分からないので。以上です。 

【西村教育長】 はい、井狩課長。 

【井狩生涯学習スポーツ課長】 委員のご指摘のように任期を記載させていただきたいと

思います。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか。 

【瀬古委員】 はい。 

【西村教育長】 ほかにご質問等ございませんか。ないようですので、これより採決に移り

ます。 

議案第 35 号、専決処分につき承認を求めることについて、野洲市生涯学習推進員の委嘱

について、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 35 号は可決されました。 

次に議案第 36 号、専決処分につき承認を求めることについて、野洲市人権教育推進員の

委嘱について、事務局より説明をお願いします。山本課長お願いします。 

【山本人権施策推進課長】 人権施策推進課、山本でございます。議案書 17 ページから 20

ページ、そして議案書関係資料につきましては 18 ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第 36 号、野洲市人権教育推進員の委嘱について、専決処分につき承認を求めること

についてご説明申し上げます。これにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する
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法律第 25条第 1項及び野洲市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4条第 1項の規定

に基づき、令和 4 年 5 月 1 日教育長による専決処分を行いましたので、これを報告し承認

を求めるものでございます。議案書の 19 ページ 20 ページをご覧ください。この名簿につ

きましては、野洲市人権教育推進員設置等に関する規則に基づきまして、各自治会から推薦

をいただきました合計 140 名の方を掲載しております。委嘱期間は令和 4 年 5 月 1 日から

令和 5 年 4 月 30 日の 1 年としております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 36 号について、ご質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。ないようですのでこれより採決に移ります。 

議案第 36 号専決処分につき承認を求めることについて、野洲市人権教育推進員の委嘱に

ついて、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 36 号は可決されました。 

次に議案第 37 号、野洲市学校給食運営委員会委員の委嘱について、事務局より説明をお

願いします。はい、北村所長お願いします。 

【北村学校給食センター所長】 学校給食センターの北村でございます。議案第 37 号、議

案書 21 ページになります。野洲市学校給食運営委員会委員の委嘱について、提出理由とし

まして令和 4 年 5 月 31 日をもちまして任期が満了いたしますことから、後任を委嘱するも

のでございます。議案書 22 ページに名簿がございます。この方々に委嘱をしたいというこ

とでございます。この委員会は給食センターの適切な運営を図るために必要な事項等につ

いて調査・審議する委員会でございます。説明としては以上となります。よろしくお願いい

たします。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 37 号について、ご質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。はい、ないようですのでこれより採決に移ります。 

議案第 37 号、野洲市学校給食運営委員会委員の委嘱について、賛成の方の挙手をお願い

します。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 37 号は可決されました。 

次に議案第 38 号、野洲市学校給食献立検討委員会委員の委嘱について、事務局より説明

をお願いします。北村所長お願いします。 

【北村学校給食センター所長】 引き続きよろしくお願いします。議案第 38 号、野洲市学

校給食献立検討委員会の委嘱について、こちらも令和 4 年 5 月 31 日をもちまして任期が満

了となりますことから、後任の委員を委嘱しようとするものでございます。議案書の 24 ペ

ージに名簿がございます。この方々に委嘱をしようとするものでございます。なお、この委

員会は学校給食の献立の作成を行うため、それに必要な事項について調査・審議する委員会

でございます。以上説明といたします。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 38 号について、ご質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。ないようですのでこれより採決に移ります。 

議案第 38 号、野洲市学校給食献立検討委員会委員の委嘱について、賛成の方の挙手をお
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願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 38 号は可決されました。 

次に議案第 39 号、野洲市学校給食物資選定委員会委員の委嘱について、事務局より説明

をお願いいたします。北村所長お願いします。 

【北村学校給食センター所長】 引き続きよろしくお願いします。議案第 39 号、野洲市学

校給食物資選定委員会委員の委嘱について、こちらも令和 4 年 5 月 31 日をもちまして任期

が満了となりますことから、後任の委員を委嘱しようとするものでございます。議案書の 26

ページに名簿がございます。この方々に委員を委嘱しようとするものでございます。なお、

この委員会は学校給食における必要な物資の購入に係る選定、それを適切に行うために     

調査・審議する委員会となってございます。説明としては以上となります。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 39 号について、ご質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。ないようですのでこれより採決に移ります。 

議案第 39 号、野洲市学校給食物資選定委員会委員の委嘱について、賛成の方の挙手をお

願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 39 号は可決されました。 

次に議案第 40 号、専決処分につき承認を求めることについて、令和 3 年度野洲市一般会

計補正予算（第 14 号）のうち教育委員会所管の予算に関する意見について、事務局より説

明をお願いします。北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 北脇です。本日追加となり大変申し訳ございません。議案第 40 号、

令和 3年度野洲市一般会計補正予算（第 14号）のうち教育委員会所管の予算の専決につき、

承認を求めることについてご説明をさせていただきます。 

追加資料の議案書 1 ページ、議案書関係資料 1 ページからとなります。本議案につきま

しては、令和 3 年度野洲市一般会計補正予算（第 14 号）のうち教育委員会所管の予算に関

する意見につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25 条第 1 項及び野洲

市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、令和 4 年 3 月 31

日、次ページの専決処分書の通り処分したことから同条第 2項の規定によりこれを報告し、

承認を求めるものでございます。 

2 ページの下をご覧いただきたいと思います。今回の補正では野洲市一般会計歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ 1 億 713 万 6000 円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ 262 億 336 万 7000 円とするものでございます。議案書関係資料 6 ページ、7 ページを

ご覧いただきたいと思います。歳入歳出補正の歳出の表をお願いいたします。歳出予算につ

いて補正はございませんが、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用

事業の事業費の確定等による財源更生を行っているものでございます。以上です。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました議案第 40 号について、ご質問等は

ございませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 経緯についてもう少し具体的にお願いします。今回、3 月 31 日に議会に対
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して教育委員会の専決で適正と認めるという意見出したと。確か 3 月 22 日に臨時教育委員

会で繰越の協議がありましたが、その時に協議できなかったのか。これが通常のスケジュー

ルに乗らなかったのはなぜか。これは財源更生ですね。これは 3 月末に急遽出てきた話な

のか、そのあたりの経緯についてもう少し説明をお願いできますか。 

【西村教育長】 はい、北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 こちらの案件につきましては、各事業の実績をもとにされてる部分、

当初事業をさかのぼってコロナの臨時交付金を適用してる事業等でございます。これにつ

きましては、国の補填によるコロナの交付金等の活用という面で、元々当初予算から見てい

た事業をさかのぼって交付金適用しているというところで、ちょっとこの辺は財政との絡

みもございますし、コロナ対策事業の交付金ですので企画との絡みがあるんですけども、今

回この案件につきまして今議会につきましても、こういった形で専決で上がってきたとい

うところで時期を合わせて提案させていただいたところです。本来ですと 4 月の定例会等

でお示しさせていただければよかったんですけれども、いろんな事務処理の中で、この 5 月

の定例会に上げさせていただいたというところでございます。以上です。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか。 

【瀬古委員】 ちょっと分かりにくい説明ですね。今回、第 40 号の議案で議会に対して 3

月 31 日に専決で適正と認めたと。それを 5 月 25 日に専決処分で 3 月 30 日に承認しまし

たというのはどうか。その間に 4 月の教育委員会もあったと思います。3 月 31 日以前の臨

時教育委員会に上げられなかったのはどうしてなのですか。 

【西村教育長】 はい、北脇次長お願いします。 

【北脇教育部次長】 3 月の時点で事業の実績を待って適用している部分もございますので、

3 月の臨時定例会で上げるというところでは、ちょっと先ほどの説明と同じになりますけれ

ども、ちょっと事務的に困難であったというところでございます。 

【西村教育長】 瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 3 月 31 日に議会に上げたということですが、その時点で議会は閉会してい

ますね。そうすると、教育委員会だけではなくて全ての部局のコロナ関係の交付金は 3 月

末にさかのぼって専決処分したということですか。 

【西村教育長】 北脇次長。 

【北脇教育部次長】 はい、委員ご指摘の通りでございます。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか。では他にご質問等ございませんか。よろしいで

すか。ないようですのでこれより採決に移ります。 

議案第 40 号、専決処分につき承認を求めることについて、令和 3 年度野洲市一般会計補

正予算（第 14 号）のうち教育委員会所管の予算に関する意見について、賛成の方の挙手お

願いします。 

（賛成者挙手） 

【西村教育長】 挙手全員であります。よって議案第 40 号は可決されました。 

次に（2）協議事項に移ります。協議事項 1、市三宅・行畑・野洲学区における通学区域

の一部見直しについて、事務局より説明をお願いします。井上次長お願いします。 
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【井上教育部次長】 協議事項の冊子をご覧ください。市三宅・行畑・野洲学区における通

学区域の一部見直しについてご説明を申し上げます。今回対象となる区域については、平成

27 年度野洲市通学区域審議会において、小学校及び中学校の児童生徒数の推移、特に児童

数の増加が当時は見込まれていた野洲小学校の状況。それから通学路の距離及び安全性な

どの観点から、この通学区域審議会において答申を受け、野洲小学校区域から北野小学校区

域へ変更をしているという経緯がございます。 

 当時は野洲小学校の児童数が増加傾向にあり、一方北野小学校は校内に余裕があった状

況でした。現在の両小学校の児童数は、野洲小学校は減少傾向にあり、北野小学校は竹ヶ丘

の開発もあり増加傾向にあります。 

 このような状況の中、市三宅・行畑・野洲学区の一部、添付資料の 3 ページが対象区域地

図でございます。この地図の赤枠で囲んでおります地区において、9 区画の分譲住宅の開発

申請があり、通園・通学する児童生徒がその場所に居住するということはほぼ確実と考えら

れます。今後も当該区域の住宅開発が見込まれる状況のため、児童生徒の安全な学習環境を

確保するため、両校の通学区域を早急に検討し見直すことが必要となりました。 

 通学区域を見直すにあたり、野洲市通学区域審議会設置条例に基づき、事務を進めていく

必要があります。それと、当該条例第 3 条の規定により、構成人数は 25 名以内となってお

り、令和 4 年度野洲市通学区域審議会委員案のとおり、現在委嘱事務を進めております。ま

た、第 3 号委員については、去る 20 日金曜日に野洲市 PTA 役員会総会に出席をし、概要

説明を行ったところであり、5 月 31 日までに関係校における PTA 代表者を推薦いただけ

るよう依頼をしております。 

 今後のスケジュールとしましては、6 月中に第 1 回野洲市通学区域審議会を行い、その場

で諮問をし、8 月中に第 2 回野洲市通学区域審議会で答申をいただければと考えておりま

す。以上でございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました協議事項 1 について、ご質問等ご

ざいませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 確認のために聞いておきます。今後そういうスケジュールで関係自治会長や

関係校の校長で構成される委員会で審議していくということですね。当然あらかじめ調整

しておられると思うのですが、通学区域を見直すことについて特に課題はないと考えてよ

ろしいのでしょうか。 

【西村教育長】 井上次長。 

【井上教育部次長】 それぞれ関係する自治会長の方にはお話をさせていただいておりま

して、どの自治会の会長さんも、子どもたちが安全に学校に行けることが一番だというふう

には言っていただいております。以上です。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか 

【瀬古委員】 わかりました。それぞれの自治会間で利害の対立はないということですね。 

【西村教育長】 井上次長 

【井上教育部次長】 元々は野洲小学校区だった部分が北野小学校区になるときはかなり

揉めたというようなのは聞いておりますが、今回元通り野洲小学校の近くの学校に戻ると
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いうことなので、そこについては大丈夫なのではないかなと思います。以上です。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか。 

【瀬古委員】 はい。 

【西村教育長】 他にご質問等ございませんか。よろしいですか。ではないようですので次

に移ります。 

日程第 6、報告事項に移ります。報告事項①、野洲市文化 3 施設の集約化の検討について、

事務局より説明をお願いします。中川館長お願いします。 

【中川野洲市文化ホール館長】 文化ホールの中川でございます。私の方からは報告事項①、

1 ページから 22 ページになります。 

こちらの文化 3 施設の集約の検討につきましては、2 月の第 2 回教育委員会定例会にお

きまして、平成 31 年 3 月に策定されました野洲市公共施設の在り方で示されている施設の

集約化の方向性に沿いまして、野洲市文化ホール 3 施設の集約化検討書の素案という形で

協議をいただきました。その中で野洲文化ホールに集約する場合、文化小劇場に集約する場

合、さざなみホールに集約する場合の 3 つの案でそれぞれメリット、デメリットをお示し

しまして、その 3 つの案を財政面と文化芸術の振興、施設の利用面から点数化し、僅差では

ありますが、さざなみホールへ集約するということでございます。その中でご意見がござい

ました、特にスケジュールについて今回修正しまして、今後市民説明会等を行っていきます。

2 月にお示しした素案では、ページ数が検討書だけでも 28 ページ、資料編は 38 ページと

いう大きなボリュームでございますので、今回抜粋しまして概要版として約 18 ページに編

集しました。それと、変更したところにつきましては 22 ページにあります資料 1 という部

分になります。検討内容結果については一切変更しておりません。 

22 ページの資料 1 をご覧ください。2 月に協議いただいたときのスケジュールでは、令

和 6 年度に野洲文化ホールと野洲文化小劇場を解体し、さざなみホールも令和 6 年度に改

修するというスケジュールでした。そうなると成果発表の機会や文化芸術の振興面で、令和

6 年度は施設がなくなってしまうというご意見がございましたので、施設がなくなるという

空白期間をなくすように、野洲文化ホールを令和 6 年度まで開館するというスケジュール

に変更しております。また、コミセンやすにつきましてもご意見をいただいたことがありま

すので、そちらにつきましては 22 ページのスケジュール下の注意書きで、コミセンやすの

機能について書かせていただいております。 

それと資料 1 のスケジュールについては、市民の皆さんへの説明向けに今回施設に関わ

る休館と解体に関わるスケジュールのみの掲載としています。 

続きまして 2 ページ、今後集約化の検討を進めるにあたりまして、パブリックコメント

の実施という計画をしておりましたが、やはり直接市民の皆さんのご意見を聞く機会を設

けて、丁寧に進めていくためにも市民説明会を 2 回開催します。1 回目が 6 月 12 日の日曜

日、午前 10 時から 11 時 30 分、野洲文化小劇場で、2 回目が 6 月 17 日金曜日の午後 7 時

から 8 時 30 分、さざなみホールで開催します。今回の概要版につきましては今後いろいろ

な説明の機会に使っていって、たたき台として市民の皆さんからご意見をいただこうとい

うものでございます。簡単ですけれど以上でございます。 
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【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項①について、ご質問等ござ

いませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 6 月に市民説明会を実施するということですが、2 月の素案の段階から、こ

れまでどのような調整をされてこられたのか。特に、議会への説明はされていると思うので

すが、その感触を少し聞かせていただきたいのと、それから市民説明会を実施したあと、来

年の 1 月以降の予定しか書いてありませんが、6 月の市民説明会後、どのようにホール集約

を固めていこうとされているのか、そのあたり 6 月説明会前後の経過や直近の予定をもう

少し聞かせていただければと思います。 

【西村教育長】 中川館長お願いします。 

【中川野洲市文化ホール館長】 中川です。2 月に協議いただき、そこから先程申し上げた

ようなスケジュールのことについて行革のこともございますので、協議いたしまして、こう

いったスケジュールにしました。3 月の議会の時にも、やはり市民の皆さんへの丁寧な説明

の機会をということがありました。そういったことも受けまして、市民説明会を 6 月に開

催するということで進めていったわけです。それと、行政改革のプランにも挙がっておりま

すので、そちらの市民説明会等が 4 月にございました。その辺の様子も伺いながら進めて

おりまして、今回このような形で 6 月に市民説明会をさせていただくということになって

おります。 

 今後ですが、当然こちらの検討書はあくまで教育委員会としてのたたき台ですので、市民

の皆さんからいろいろなご意見がございます。そちらを吸い上げまして、どのような形で反

映していくかということもありますが、また市の最終的な案で上がっていくかなと考えて

おります。あくまで検討書を作って、ご意見をいただき、挙がってきたものを集約してまた

検討するということでまとめる流れになると考えております。 

【西村教育長】 瀬古委員どうですか。よろしいですか。他にご質問等ございませんか。南

出委員どうぞ。 

【南出委員】 6 月の周知方法が広報やすと、市ホームページに挙げられているということ

ですが、この資料を全て拝見すると、結果的にさざなみホールに集約の方向になると思いま

す。周知される時点では、さざなみホールに集約されることを匂わした告知になるのか、こ

こに挙げられている「野洲市文化ホール 3 施設の集約化」という形で挙げられるのかどち

らでしょうか。 

【西村教育長】 中川館長お願いいたします。 

【中川野洲市文化ホール課長】 広報への周知につきましては、さざなみホールに集約とい

ういうことは一切記載いたしません。タイトルにありますように「野洲市文化 3 施設の集

約化検討について」ということで市民説明会を設けます。当然野洲文化ホールに集約する場

合、野洲文化小劇場にする場合、さざなみホールに集約する場合で、皆さんこれでどうです

かというふうな言い方ではなかなか検討しにくいかと思いますので、今回、先ほどから何回

もお話させてもらっているとおり、あくまで教育委員会としてのたたき台として皆さんに

ご検討いただくという形で進めてといくことになります。 

【西村教育長】 南出委員どうですか。 
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【南出委員】 ありがとうございます。前回 2 月の時も市民の方からいろんなご意見があ

るように感じました。結果的に、答えは決まってるじゃないかというふうに思われてしまわ

ないかなというのが気になりました。以上です。 

【西村教育長】 中川館長、どうですか。 

【中川野洲市文化ホール館長】 説明会のときには、決まりごとではございませんので、あ

くまで検討いただくにあたって、さざなみホールでという案として説明させていただくよ

うに致します。 

【西村教育長】 南出委員よろしいですか。続いて北脇次長。 

【北脇教育部次長】 まず周知ですけれども、これはあくまでも検討をこれから進めるとい

う中で、市民説明会を 2 回させていただくという周知をさせて頂くものです。あと確かに

委員おっしゃる通り、最終的に結果という書き方をしてますので、そっちに誘導するような

形にというご意見ももっともかなとは思いますけれども、とりあえず検討した中で、さざな

みホールが有利ではないかというとことで、いずれにしても、市民のいろんな意見をいただ

きながら最終的には決定していきたいなと思っております。その経過なりもご報告をさせ

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【西村教育長】 南出委員よろしいですか。 

【南出委員】 はい。 

【西村教育長】 他にご質問等ございませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 検討の説明会であれば、最後の検討結果まで出さずに集約案の評価で止めて

おくのでも良いのではないかという気がします。結論ありきと思われないために。検討結果

と書いてしまったらどう考えても結果にしか見えないですね。そのあたりは少し考慮され

たらどうですか。 

【西村教育長】 北脇次長。 

【北脇教育部次長】 この月曜日に議会の全員協議会でご報告をさせて頂いて、今後議会か

らもいろんな意見をいただきながら進めていくことになるかなと思っています。今のご意

見をいただいて、なるべく書面としてはこういう形になりますけれども、その辺口頭なりで

も説明させていただいた中で、ご意見をいただければなと思っております。以上です。 

【西村教育長】 瀬古委員よろしいですか。 

【瀬古委員】 はい。 

【西村教育長】 他にご質問等ございませんか。よろしいですか。ではないようですので次

に移ります。 

報告事項②、令和 4 年度野洲市の教育について、事務局より説明をお願いします。鎌田課

長お願いします。 

【鎌田教育総務課長】 教育総務課鎌田です。令和 4 年度野洲市の教育について報告致し

ます。テーブルの上に別冊にてお配りさせていただいたものになります。ページめくってい

ただきまして、目次をご覧いただいて、構成についてご説明いたします。1 ページ目の野洲

市の教育方針から始まりまして、11 ページ目には、市の令和 4 年度予算ベースでの主な事

業の概要。それから 31 ページからは小中学校における働き方改革の取り組み方針。37 ペー
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ジから野洲市の概要と学校・園の概要。教育委員会の仕組みと仕事、そして沿革でございま

す。それから 53 ページからになりますけれども、元気な学校・園づくりとしまして、各小

中学校、幼稚園の今年度の教育目標等をご紹介をさせていただいているものになります。こ

の後、教職員、学校評議議員さんへ必要部数をデータまたは紙ベースにて配付する予定とし

ております。以上簡単ですが、報告とさせていただきます。 

【西村教育長】 ただ今事務局より説明がありました報告事項②について、ご質問等ござい

ませんか。よろしいですか。ないようですので、次に移ります。 

報告事項③、令和 3 年度野洲市立小中学校の学校評価について、事務局より説明をお願

いします。井上次長お願いします。 

【井上教育部次長】 冊子の 24 ページからそれぞれ市内の小中学校の 9 校分の学校評価報

告書が載っております。1 校ずつ説明すると非常に長くなりますので全体を通じて説明をさ

せていただきます。この 9 校の報告書、共通項が何点かございました。1 点目はコロナ禍で

教育活動が非常に制限された中だったという内容が 1 点でございます。 

2 点目は人権教育ということでした。これにつきましては、今回教職員の感染もあったん

ですが、子どもたちへの感染も結構ございました。そういう中で保護者の方々がコロナにか

かったことで、わが子が学校の中で排除されてしまうようなことがないのか、というご心配

が何件か寄せられておりました。学校の中では、コロナについての人権教育も推進していっ

たということでございます。 

3 点目は、地域連携のことが述べられています。昨年度からコミニティスクールの取り組

みを推進していこうということで始めたわけですが、それぞれ地域とともに学校を作って

いくというところで、取り組み始めたというような記述もございました。 

最後に 4 点目ですが、ICT 環境のことでございます。昨年度のコロナ禍で随分学校が臨

時休校や学校閉鎖になったりというところで、タブレット端末を家に持ち帰らせてオンラ

イン授業をしているという学校もございましたし、そういう中で特に ICT 環境を整えてい

かければ駄目なのかなということをどの学校も述べておられました。昨年度はコロナ禍と

いう非常に限定された状況の中での教育活動を進めていった中での評価ということでござ

いました。以上でございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項③について、ご質問等ござ

いませんか。瀬古委員どうぞ。 

【瀬古委員】 質問ではないのですが、ちょっと気にかかるところだけ申し上げます。確か

に今井上次長がおっしゃったように、コロナ禍での学校運営あるいは学級活動が非常に難

しい面もあったことは理解しています。その中で、気になったのは集団作りの中の学級活動

です。各校を見ると、教職員も学校関係者の評価もほぼ A です。気持ち悪いなという感じ

がします。その中で A でないのは野洲北中学校だけです。以前から意見として申し上げて

いますが、A でもいろんな A があると思うのです。どういう基準で A にしたのか。数値基

準を設けたらどうかと申し上げているのですが、今回小中学校 9 校で数値基準が示されて

いるのは 3 校しかありません。野洲小学校、篠原小学校、北野小学校です。この点は残念だ

なと思っています。その中で野洲小学校の集団作りの評価数値が 100 なんですよね。100 な
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んていう数値があるのかと驚きです。教職員はもう 100％満足だと、これ以上のことはない

と評価しているわけですね。ところが、学校関係者はそうじゃないという評価です。コメン

トを見ると、教職員の自己評価で「教職員に比べ、児童や保護者の評価が大きく下がってい

ることをしっかり受け止めなければならない。」というコメントです。自己評価が 100％と

いうのはなぜ出てくるのかという違和感を感じます。32 ページの野洲北中は評価が B と B

なんです。ここはやはり、はっきりとは書いていないですが、いじめ問題や学級活動の中で

なかなか難しい面があることがにじみ出ているコメントになっていると思います。そこは

どう考えるのかと思いました。 

 もう 1 つは働き方改革です。祇王小学校の A という評価はなぜかと思いますが、コロナ

禍ということもあって働き方改革は十分浸透していないと教職員の方も学校関係者の方も

感じていると思いました。その中で、学校関係者が評価していないのが 2 校あります。学校

関係者が教職員の働き方改革がどうであったかを評価するのも確かに難しいと思います。

なので、無理して評価するよりはそのほうが素直かなと。学校関係者が評価に書いておられ

ることも実際見ていて評価してということではなく、こうだったらいいなとか、こうあるべ

きだというあるべき論しか書けないと思います。無理に関係者や保護者等に、働き方改革を

評価するのは難しいところもあるという感想を持ちました。それが私の意見です。 

【西村教育長】 井上次長どうですか。 

【井上教育部次長】 ありがとうございました。 

【西村教育長】 他にご質問等ございませんか。よろしいですか。では、次に移ります。 

報告事項④、令和 3 年度野洲市小中学校の生徒指導等の状況について、事務局より説明

をお願いします。井上次長お願いします。 

【井上教育部次長】 続きまして 33 ページ以降をご覧ください。令和 3 年度の生徒指導上

の諸課題調査という調査結果をまとめたものでございます。33 ページ、暴力行為が載って

おります。小学校で 16 件、中学校で 3 件ということで小学校のほうが多く、低年齢化がみ

られることがわかります。内容は、小学校では対教師暴力 9 件、生徒間暴力 5 件、それから

器物破損 2 件。中学校では生徒間暴力 2 件、器物破損 1 件となっております。これは、同

じ児童生徒が繰り返し起こすということになっております。2 回以上起こしている児童が小

学校では 3 名、中学校では 1 名ということでございます。ただ、この暴力行為は中学校で

は年々減っているという傾向にございます。全体的に他市町も暴力行為というのは減少傾

向にあるということです。 

次にいじめについてでございます。34 ページ、これはあくまで認知件数でございます。

学校がつかんでいるというケースです。小中学校とも過去 3 年間で一番多いです。ただ、中

学校のいじめ認知が他市町に比べて少ないと、これを少なくていいと考えるのか、ちゃんと

教師がつかんでるのかという課題と考えるのか。実は隠れているんじゃないのかと我々は

思っております。内容としては、小学校は、嫌なことをされる 99 件、軽い暴力 78 件、悪

口 62 件。中学校は、悪口が 13 件、ネット上が 8 件、嫌なことをされるが 7 件です。近年

ネット上のトラブルが非常に増えております。中学校では主に LINE のトラブル、小学校

ではオンラインゲームでトラブルが起こっているといわれています。グループでオンライ
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ンでゲームをするんですが、その時に非常に激しい暴言を吐かれる、仲間外れにされるとい

うことが起こっていると。ただこれは学校でつかむのは非常に難しい問題だなと考えてお

ります。学年別にみてみると、どの学年でも起こっているということで、高学年だから起こ

って低学年は起きないということではないんだというふうに思っております。 

次に不登校についてでございます。小中学校とも過去 3 年間で一番多いです。全県的な

課題でもあるんですが、野洲市の課題でもございます。小学校の 30 日以上の欠席 91 名の

うち不登校が 58 人、それから中学校は 30 日以上の欠席が 85 人、うち不登校 66 人といこ

とです。全欠、期間全部欠席している子は、小学校では 0 人、中学校では 1 人、中 1 の子

でございます。全体的には、学年が上がるほど不登校も増えていくという傾向がありますし、

中学校では中 2 が多いということでございます。不登校の要因は小中学校とも無気力・不

安がこの要因の中では一番多いということです。中学校では学業の不振も主たる理由では

ないですが、副因としては多いというふうに捉えております。親子の関わり方や家庭内の不

和というのも実は増えてきております。これはコロナ禍が影響しているんじゃないかなと

考えております。ただこの不登校の問題は原因が一つではなく、いくつかの要因が絡んでい

ると捉えております。相談指導についてはスクールカウンセラー、あるいはスクールソーシ

ャルワーカーの関わりを増やしております。特に福祉、あるいは特別支援、あるいは心理を

この専門的な知見を踏まえてチームで組織対応をするということが不可欠だというふうに

考えましておりまして、今後各学校ではそういう取り組みを行っております。 

また中 1 ギャップ、6 年生から中 1 になって急に勉強が難しくなるというようなことを

中 1 ギャップといっているわけですが、その中 1 ギャップを防ぐために、小中連携という

のも今後進めていこうとういうふうに思っております。 

次 37 ページ以降が交通事故・不審者事案についてございます。令和 2 年度に比べると令

和 3 年度はちょっと減っております。ただ、令和 4 年度はグラフには載っておりませんが、

4 月、5 月増えております。原因は次の 38 ページにも載っておりますが、主に中学校の自

転車でございます。中学校へ行って自転車通学になり、重い荷物を持ってという中で事故が

増えているんじゃないかなと思っております。 

それから 39 ページ、不審者事案です。秋口になってくるとだんだん増えてくるというと

ころです。内容は、撮られているかどうかはわからないんですが、スマホを向けられたとい

う訴えが多いです。ただその人が撮影しているかどうかはわからないということでござい

ます。警察にも当然通報しておりますし、情報共有もしております。 

それから、令和 4 年度の交通事故の総数です。小学校で 1 件、中学校で 5 件。中学校の

5 件はすべて登下校中の自転車の交通事故、それから不審者事案につきましては、小学校の

声掛け事案が 1 件ございました。これについても守山署と連携しております。交通事故の

まとめと不審者事案のまとめについて、40 ページにまとめさせていただきました。以上で

ございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項④について、ご質問等ござ

いませんか。山﨑委員どうぞ。 

【山﨑委員】 お尋ねします。今説明がありました暴力行為の中で、小学校の対教師暴力に
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ついては、以前中学校で見られたようなタイプのものではなく、それぞれの子の特性等もあ

り、自分の感情をコントロールできないことがそのような行為となって出ているというこ

とでしょうか。 

【西村教育長】 井上次長。 

【井上教育部次長】 おっしゃる通りでございます。 

【山﨑委員】 ありがとうございます。2 点目です。先ほど、不登校の原因の「無気力・不

安」「親子の関わり方」は、コロナとの関係があるのではとおっしゃいました。無気力・

不安というのは漠然として分かりにくい内容ですが、もし資料的にコロナ以前のものと、

コロナ以降最近のものと比較できるようなデータがあり、相互関係が分かりましたら教

えていただけますか。 

【西村教育長】 はい。井上次長どうぞ。 

【井上教育部次長】 臨時休校も増えまして、家に親も子もいるという状況の中で起こって

いる問題がひとつあるんじゃないかと分析しております。ただもう一つは、いまおっしゃっ

ていただいたように、日常生活で制限ばっかりで、だんだん子どもたちがやる気を失ってい

くというか、気力を失っていくということもあるんじゃないかなということもありますの

で、やっぱり学校の行事は、なんでも自粛、縮小ということじゃなく、感染対策をしながら

で行っていく必要あるんじゃないかなというふうにも考えています。以上です。 

【山﨑委員】 ありがとうございます。3 点目の質問です。不登校に関わる相談をする機関

等では、SW、SSW 相談員等が一番多いという説明でした。そこに相談をされることで成果

として見られる部分もあるでしょうし、中には直接ご家庭に行かれても出会えないパター

ンもあると思うのですが、もう少し詳しく分かりましたら教えていただけるとありがたい

です。 

【西村教育長】 はい。井上次長どうぞ。 

【井上教育部次長】 ありがとうございます。市費で SSW、スクールソーシャルワーカー

を配置していただいておりまして、学校のほうも福祉的な観点があるなと判断したら SSW

に進めるわけです。そうすると保護者の方もそれやったらちょっと相談してみようかとい

うこともありまして、学校の教員だけが対応しているところもあったんですが、やっぱり福

祉の施策についても通じている者が話を聞くというだけで、生徒や保護者の方も安心され

るということがあるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱり基本は教員じゃないかとも

思っておりますので、保護者の相談、あるいは子どもの相談については、教員のほうも相談

に乗れるスキルを身につけていく必要があると思っております。以上です。 

【山﨑委員】 ありがとうございます。最後です。先ほど次長がおっしゃったように中学校

でのいじめの認知件数については、やはり見えていない部分が多いのではないかと私も感

じます。スマホ等もほとんどの生徒が持っているでしょうし、日々の生活の中で、いじめに

関する事象が小学生よりも見えにくくなっていることも現実だと思います。様々な場で幅

広く鋭い目で見ていただけたらと思います。 

【西村教育長】 それでは他にご質問等ございませんか。よろしいですか。ないようですの

で、次に移ります。 
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報告事項⑤、令和 3 年度野洲市立幼稚園の園評価について、事務局より説明をお願いし

ます。西村課長お願いします。 

【西村こども課長】 こども課の西村です。報告事項⑤ということで、42 ページから 57 ペ

ージです。まずこの中で、表の見方を説明いたします。41 をページ見ていただいて、まず

自己評価ですが、職員からの自己評価を出していただきましてそれを点数化して評価を出

していくということでございます。それから次の欄ですが、園関係・保護者評価欄というこ

とで、この欄につきましては左の自己評価欄の結果と各保護者から園の評価をいただいて

おりますので、その集計結果を園の評価委員さんに見ていただき、それに基づいて評価をい

ただいています。一番右側の「改善に向けて」というところについては、その評価をいただ

いて今後の方向を記載しています。 

 全部の園を紹介できれば良いのですが、まとめということで全体的な評価の結果としま

しては B 評価がほとんどということでございます。特に多かったのが情報発信の仕方につ

いてご意見をいただいておりまして、やはりコロナ禍ということもあり園の行事に参加い

ただけないということもあったので、情報発信の仕方をもう少し工夫してはというご意見

が多かったということです。いろいろ工夫しながらやってきたところではありますが、もう

少し更なる工夫が必要であると考えています。 

 あと各園ごとに少しピックアップして報告します。46 ページ、祇王幼稚園でございます

が、ほぼ B なんですが、情報提供の欄だけ C となっています。特に園関係者と保護者の評

価の欄ですけども、「内容の工夫だけでなく、掲示板の活用、未就園児の広場での対応など、

情報を必要としている方、また広く地域の方に伝わるように工夫が必要である」という意見

をいただいています。改善に向けた取り組みとしては、地域の協力を得ながら、より目につ

きやすい方法で実践していくということでございます。これにつきましては、先ほども言い

ましたように、コロナ禍ということもあり情報の伝え方がすごく課題になっているのかな

と考えているということです。 

 続いて 48 ページ、北野幼稚園でございます。49 ページで園関係者の評価と総評というこ

とで、「園の様子、子どもの様子が見えにくい中でも、保育者からのほんの一言のエピソー

ドで園の様子が想像でき、信頼につながる。保護者も様々な不安を抱えて子育てをしている

ので、少しでも安心して子育てができるよう連携を大切にしてほしい」ということでござい

ます。自己評価の総評の真ん中、「保護者に対しての情報発信や共有については、まだまだ

検討し新たな取り組みにつなげていきたい」ということで考えています。 

 次に 54 ページ、ゆきはたこども園です。園関係者評価の総評を見ていただきますと、「職

員も保護者も人数が多い中で情報提供に工夫が必要であるが、個々の保護者の困り感に寄

り添いながら丁寧な関わりをされた。教材の工夫や行事の工夫で感染症対策しながら楽し

い園運営を行われたことが良かった」という評価をいただいていますが、職員が多いという

ことで情報共有は課題であると考えておりますので、これからも職員で連携しながら園行

事を運営できるようにしていきたいと考えています。以上でございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑤について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。では、ないようですので、次に移ります。 
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報告事項⑥、令和 4 年度野洲市立幼稚園の園児数について、事務局より説明をお願いし

ます。西村課長お願いします。 

【西村こども課長】 こども課の西村です。58 ぺージでございます。令和 4 年度幼稚園の

園児数ということで、5 月 1 日現在でございます。総トータルで真ん中に園児数の欄で公立

園の数ですけれども、683 人ということになってます。預かりの人数ですけでも、245 人と

なってます。昨年度と比較しますと、まず園児数のほうが昨年度 717 人ということで、マ

イナス 34 人ということになってます。それから預かりの人数ですけども、昨年度が 252 人

で、マイナス 7 人となってます。こちらは微減です。 

あと私立園ですけども、私立園は野洲優愛保育園モンチさんが認定こども園ということ

で、こちらにつきましては園児数が 10 人、預かりの人数が 2 人となっています。総合計で

は園児数が 693 人、預かり人数が 247 人でございます。以上、報告とさせていただきます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑥について、ご質問等はご

ざいませんか。よろしいですか。では次に移ります。 

報告事項⑦、令和 3 年度野洲図書館事業報告について、事務局より説明をお願いします。

宇都宮館長お願いします。 

【宇都宮野洲図書館長】 図書館の宇都宮です。59 ページをご覧ください。令和 3 年度野

洲図書館の事業報告を致します。1 番の利用状況についてですが、①番に個人貸出に関する

数値を載せております。②番が地域別の貸出冊数の内訳、③番で貸出冊数のここ数年の推移

を載せております。利用状況については令和 3 年度はコロナ禍以前の利用状況に戻りつつ

あります。市民の貸出冊数は元年度分のマイナス 0.8％ということでほぼ戻りつつあります。 

次に全国の図書館との比較ですが、全国統計は 2 年遅れでしか公表されないため、令和 3

年度の状況はわからないのですが、現在分かっている全国統計は令和元年度で、令和元年度

の人口別の貸出統計では全国の 5万人から 6万人の人口の自治体数 77の中で野洲市は 2番

目です。資料費は 20 位以内に入っていないため、何番目かは不明です。滋賀県の図書館に

ついてですが、貸出冊数は競うものではなくて運営の結果として示される実績のひとつで

すが、重要な基本指標です。滋賀県の図書館は全国でも大変利用が多く、県内の 14 市町が

各人口別のランキングの 20 位以内に入っています。令和 2 年度は速報値だけ出ているので

すが、滋賀県の県民一人当たりの貸出冊数が 7 年ぶりに東京を抜いて 1 位となりました。

滋賀県は県立図書館を中心に県内の全市町がネットワークを組んで資料の相互貸借の仕組

みを維持する等、資料提供のために地道な協力業務を作り上げてきました。野洲図書館の貸

出も非常に多いんですが、これは野洲市だけが頑張っているということではなくて、県全域

の協力業務を積み上げてきた結果でこの協力体制に支えられているということを申し上げ

ます。 

次にめくっていただきまして④番に子どもと本についてを書いてあります。④が子ども

一人あたりの児童図書貸出冊数です。これは、子ども読書活動推進計画の目標数値です。そ

この左端に表を載せております。子どもが本に親しむためには、幼児期には大人が絵本を読

んであげることが大切で、自分で読めるようになってからは子どもの身近な楽しみのため

の読書に適した本がある環境を作ることが大切です。図書館ではこのために、図書館での通
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常の個人貸出やお話会、学校でのブックトークなどのほかに、主に 3 つの事業を行ってい

ます。未就園児対象にはブックスタート事業、次に幼児対象には園への読み聞かせ用の絵本

セットの巡回事業、小中学生はとしょかん BOX 事業をしております。左のブックスタート

事業についてですが、コロナ禍になったため、以前は 4 ヶ月児健診の会場で啓発をして絵

本をお渡しできていたのですが、今は引換券をお渡しして後で図書館に来ていただく形に

しておりますので、来ていただく人の割合が以前はほぼ 100％だったのですが、今は 76.7％

まで落ちています。ここの対策をどうするのかということが課題になっております。 

次に⑤の団体貸出、⑥バリアフリーサービスと出ております。バリアフリーサービスは障

がいをお持ちの方などに職員による宅配や郵送貸出をしており、PR イベントなどを実施し

て広報を進めており、少しずつ利用が伸びています。次のページでは蔵書統計や集会行事な

どの資料を載せておりますのでご覧ください。報告は以上です。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑦について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。では次に移ります。 

報告事項⑧、令和 3 年度ふれあい教育相談センター事業報告について、事務局より説明

をお願いします。橋本所長、お願いします。 

【橋本ふれあい教育相談センター所長】 ふれあい教育相談センター橋本です。3 年度の事

業実績です。63 ページをご覧ください。4 つの事業を行っております。ことばの教室は就

学前の幼児を対象としていまして、発音が正しく習得されていない子どもさんやコミュニ

ケーションが取れない子どもさん、言葉の発達が遅れている子どもさんに対しての相談や

指導を行っております。令和 3 年度、相談及び指導対応数は 65 人で、言葉の指導をした人

数は 31 人です。65 人の内訳としましては、構音障害が 37 名、吃音障害 1 名、言語発達の

遅れが 20 名、コミュニケーションの問題が 7 名ありました。5 歳児が 42 名、4 歳児が 23

名となっています。 

 次に適応指導教室ドリームでは、不登校児童生徒に指導を行っております。週 5 回学習

指導や体験活動等を行っている事業です。令和 3 年度の実績としましては、9 名がこのドリ

ームに通ってきています。内訳としましては、小学生男子・女子で 4 名、中学生男子・女子

で 5 名です。中学 3 年生が 2 名来ていただいてたのですが、1 名は単位制の高等学校、もう

1 名は私立の通信制の高等学校に進学することができました。開室日は年間 180 日開いて

おります。 

 次に、こころの教育相談事業です。これは様々な悩みを持つ児童生徒さんやその保護者の

方のためにカウンセラーが相談活動を行っているものです。定期的・継続的相談数は 34 人

でした。そのうち終結 11 人、継続 10 人、休止 13 人で、中断はいらっしゃいませんでした。

形態としてはほぼセンターへ通っていただいています。相談内容は、不登校が 398 件と相

談数が多く、その他には家庭の問題や進路・学業の問題、いじめが 1 件ということになって

おります。 

 次に、家庭訪問型学習支援事業です。これは不登校の児童生徒さんで、ドリームの適応教

室にも出てこれないというような深刻な方に対して、こちらから訪問させていただいてい

る事業です。訪問実績としては 3 人の方に支援を行っております。中学 3 年生 1 名につい
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ては、公立高校に無事進学されております。支援の延べ回数としては 63 回。あと保護者面

談なども行っております。 

 64 ページの 4 つの事業成果と課題というところで、ことばの教室につきましては「こと

ばっこ言語発達スケール」という独自の検査指標をもちまして、子どもさんの状態を客観的

に評価しながら指導をしているということで、保護者さんにとっても園の指導者にとって

も分かりやすいというご意見をいただいています。ただし、その検査については時間をかけ

てさせていただいておりますので、もう少し短時間でできるように工夫していく必要があ

るということ。また、在籍園への助言指導、連携が重要になってきているということで、発

達障害のあるお子さんや支援対象となっておられるお子さんに対しても丁寧な指導や助言

が必要ということを感じております。 

 適応指導教室ドリームでの成果につきましては、それぞれ中学 3 年生が高校に進学でき

たこと、またドリームと併用しながら小学校、中学校に通っていただいたということで、全

ての児童生徒さんが週 1 日や放課後等に登校もできたということが成果になっています。

課題としましては、発達に特性を持つ通所性が増えており、個別指導が必要なケースについ

ては、各校との連携を一層強めていく必要があるということです。 

 こころの教育相談につきましては、学校や関係機関とも連携して相談者の学校復帰や問

題解決の支援をしていくことができたというところです。課題としましては、子どもだけで

はなく親子関係、養育等課題が見えるケースが多くなって、親御さんへの支援についても必

要だということを感じております。支援が長引くケースが多くありましたので、より多くの

方の相談に対応するために利用方法等の見直しもさせていただきました。また、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーさんとの提携についてもしっかり取っていかな

くてはならないということを課題としております。 

 家庭訪問型学習支援では、指導員やカウンセラーが 2 人 1 組で訪問しています。児童生

徒の学習支援だけではなく、保護者の懇談、相談も行っております。小学生 1 名については

学校復帰ができました。また、中学 3 年生については公立高校への進学を果たすことがで

きました。保護者が支援を希望していても、本人が指導員と会うことを拒否したり支援に結

びつかないケース、相談は挙がってきてもなかなか支援まで結びつかないことも多くあり

ますので、今後もスクールソーシャルワーカーさんと連携し支援していくことを課題とし

て挙げております。以上です。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑧について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。はい、ではないようですので次に移ります。 

報告事項⑨、野洲市特別支援教育推進協議会委員の委嘱について、事務局より説明をお願

いします。井上次長お願いします。 

【井上教育部次長】 65 ページをご覧ください。例年 2 回、野洲市特別支援教育推進協議

会を開いております。そこでお集まりいただく委員の皆さんの名簿が 65 ページに示してあ

ります。この手をつなぐ育成会、ことばを育む会、野の花会、ファインピースという 4 つの

保護者会の代表者の方に来ていただきながら色んなご意見をお伺いするということでござ

います。以上でございます。 
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【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑨について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。では次に移ります。 

報告事項⑩、野洲市人権問題啓発講師の委嘱について、事務局より説明をお願いします。

山本課長お願いします。 

【山本人権施策推進課長】 人権施策推進課、山本でございます。資料の 68 ページ、69 ペ

ージをご覧ください。野洲市人権問題啓発講師の委嘱について報告を致します。委嘱につき

ましては、野洲市人権問題啓発講師に関する要綱第 3 条に基づきまして、人権問題に関し

て豊かな識見と経験を有する方たちから教育長が委嘱することとなっており、令和 4 年度

におきましては、16 名の方にお願いすることとしております。内訳につきましては、9 名

の各小中学校の校長先生と市から選出しております 7 名の方で、任期は令和 4 年 4 月 1 日

から 1 年となっております。主に自治会や団体が開催する人権研修、地区別懇談会の実施

にあたって講師の派遣依頼があった場合、テーマ、日程等調整しながら該当する講師を派遣

させていただいておりまして、例年延べ 50 回程度の依頼に対応していただいているところ

でございます。以上、報告とさせていただきます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑩について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。はい、ないようですので次に移ります。 

報告事項⑪、野洲市地域教育協議会委員の委嘱について、事務局より説明をお願いします。

井狩課長お願いします。 

【井狩生涯学習スポーツ課長】 生涯学習スポーツ課、井狩です。報告事項⑪、70 ページ

から 72 ページでございます。野洲市地域教育協議会の委員につきまして、令和 4 年 3 月 31

日をもちまして 2 年間の任期が満了いたしますことから、次期委員の選出について、関係

機関等に推薦の依頼をしましたところ、名簿の通り推薦がございましたので、令和 4 年 4 月

1 日～令和 6 年 3 月 31 日の 2 年間、委嘱をいたしましたので報告をさせていただくもので

ございます。なお、4 月の定例会に出すべきところでございましたが、各関係機関からの推

薦に時間を要したことから、報告が遅れまして申し訳ございません。以上でございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑪について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。はい、ないようですので、次に移ります。 

報告事項⑫、野洲市地域学校協働活動推進委員の委嘱について、事務局より説明をお願い

します。菱沼参事お願いします。 

【菱沼生涯学習スポーツ課参事】 令和 4 年度地域学校協働活動推進員の名簿をご覧くだ

さい。ページ数 73 です。野洲市地域学校協働活動推進員設置要綱、学校長より推薦してい

ただきました。名簿のとおりでありますが、人選中と書かれている篠原小学校におきまして

は、地域との連携協働活動の中で最適な人材を熟考したいと重ね重ね報告がありましたの

で、後日推薦させていただきたいとの申し入れがあり、人選中とさせていただいています。

以上です。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑫について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。はい、ないようですので、次に移ります。 

報告事項⑬、職員の任免等について、事務局より説明をお願いします。北脇次長お願いし
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ます。 

【北脇教育部次長】 それでは報告事項⑬、職員の任免等についてご報告をさせて頂きます。

報告事項 76 ページをお願いを致します。まず、会計年度任用職員の新規採用者につきまし

て、フルタイム職員 1 名とパートタイム職員 8 名の計 9 名の採用を報告するものでござい

ます。採用の所属および期間等につきましては、記載の通りでございます。また退職者につ

きましては、フルタイム職員 1 名とパートタイム職員 1 名の計 2 名の退職を報告するもの

で、退職者の所属および退職日等につきましては、記載の通りでございます。 

次に、職員の許可承認等でございますが、正規職員の分限休職延長承認 1 名と部分休業

承認 1 名、会計年度任用職員の兼業請求による営利企業等従事許可承認 4 名。正規職員の

職務義務専念免除承認 2 名の計 8 名の承認を報告するものでございます。許可の期間等詳

細につきましてはそれぞれ記載の通りでございますので、ご確認をお願いいたします。以上

でございます。 

【西村教育長】 ただいま事務局より説明がありました報告事項⑬について、ご質問等ござ

いませんか。よろしいですか。はい、では次に移ります。 

日程第 7、その他事項に移ります。何かございますか。はい、宇都宮図書館長。 

【宇都宮野洲図書館長】 令和 4 年度第 1 回図書館協議会の開催についてご案内いたしま

す。7 月 1 日金曜日 1 時 30 分から 3 時 30 分まで野洲図書館本館で開催いたします。以上

です。 

【西村教育長】 はい。他にその他でございますか。はい井狩課長。 

【井狩生涯学習スポーツ課長】 お手元に資料を用意しております。第 67 回北村季吟顕彰

記念事業の開催につきまして、報道機関へ 6 月 1 日に報道の提供をしますので、報告をさ

せていただきます。日時は、令和 4 年 6 月 11 日土曜日、午前 10 時から 12 時に開催の予定

をしております。場所は野洲文化小劇場でございます。令和 2 年、令和 3 年の 2 か年にわ

たりましてコロナのために中止をしておりましたが、3 年ぶりの開催ということでございま

す。内容につきましては資料に記載している通りでございます。今年は全国から 1018 句の

応募を頂きまして、その中から市長賞、議長賞、教育長賞と青少年奨励賞の選出を致しまし

て表彰を行う予定をしております。簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

【西村教育長】 はい。他にその他でございますか。布施政策監。 

【布施健康福祉部政策監】 失礼いたします。健康福祉部政策監の布施でございます。少し

お時間を頂戴いたしまして、私の方からご説明をさせていただきたい案件がございます。本

件でございますけれども、資料を配当させていただきました。野洲市民病院基本計画の成案

に向けた新たな方策についてという資料でございます。こちらの資料につきまして、少しお

時間を頂戴しましてご説明を申し上げたいと思います。5 月 18 日に市民病院整備事業特別

委員会でご審議を賜りました本件資料について、今回教育委員の皆様方に情報提供をさせ

ていただく旨、ご説明をさせていただくことでございます。 

本方策につきましては、市長執行部といたしまして、熟考して定めた野洲市民病院、新た

な病院の整備場所とその実現に向けた推進方策について、議会へまず提案をさせていただ

いたものでございます。今回教育委員の皆さんにご説明させていただきますのが、新たに定
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めました病院の整備場所でございます。5ページ、6ページをご覧いただきたいと思います。

まず、5 ページのほうで新たな整備場所としまして、野洲市冨波甲 1294 番地他、野洲市総

合体育館の敷地でございます。こちらの旧温水プール跡を新たな病院の整備場所というこ

とで位置づけをさせていただきたいものでございます。配置図の通り、市道市三宅小南線を

前面道路といたしまして、体育館の屋外階段を撤去、配置替え致しまして、温水プール跡地

に病院棟を建設しようとするものでございます。体育館裏駐車場におきましては一層 2 段

の立体駐車場を整備するものでございます。建設の敷地につきましては、病院と立体駐車場

を含むものとしまして、病院の延べ床面積は駅前の B ブロック検討時と同等といたしまし

て、1 万 4200 平米を想定し、配置をしているものでございます。なお配置図と病院棟との

敷地図等につきましては現時点において、あくまで提示をさせていただいた段階でござい

ます。なお、これらの配置に関しまして、検討いたしました比較表がございます。7 ページ

から 13 ページにおきまして順次、比較検討表がございますので、少しかいつまんで説明を

させていただきたいと思います。 

7 ページをご覧いただきたいと思います。地勢でございますけれども、温水プール跡地に

つきましては、地理的な市の中央部に位置をするということから、病院の配置としまして、

地理的距離は全市的にも公平であるという位置づけをさせていただいております。 

8 ページの周辺環境でございます。温水プール跡地につきましては、のどかな周辺環境と

眺望の良さがある一方で中ノ池川を挟んで市街化区域の人口集中地区にも隣接しておりま

して、いわゆる辺鄙な郊外ではないということで評価とさせて頂いております。敷地につき

ましては隣接する体育館裏、駐車場を含めまして約 14000 平米で駐車場等の確保がしやす

いと評価させて頂いております。進入道路につきましては先ほど申し上げました 9 ページ

なりますけど、市三宅小南線でございます。上下水道につきましても、同じく市三宅小南線

から上下水道を配管するという計画で、体育館におきましては、圧送管が布設されておりま

すので、これと同等の圧送ポンプにより制御していきたいというふうに考えてございます。 

10 ページにおきましては、埋蔵文化財の包含図を添付させていただいております。体育

館裏駐車場の一部につきましては、建築予定地の対象外となっているものでございます。ま

た、10 ページ下段の電磁波の懸念ということで、高圧線と鉄塔が配置されております。そ

の関係での電磁波の影響ということで評価をさせていただきました。これにつきましては、

調査をさせていただいた結果、制限数値以下で人体への影響はないということ、さらには医

療機器への影響も装備により改善をできるものであるという評価とさせて頂いたところで

ございます。 

11 ページをご覧いただきたいと思います。液状化・最大震度という項目の中で、地盤の

懸念をいただいてるところがございますが、地質調査を実施した上での対応という形にな

りますけれども、まずもって既存資料の中で温水プール建設時のボーリング調査結果デー

タをお示しさせていただいております。これにつきましては、ご覧いただいているとおり、

地盤面から約 13ｍ下のところに支持層が分布をしてございます。その深度の支持杭を打設

するということが一般的な施工であると考えておりますのと、液状化対策といたしまして

は地盤改良を行うことを想定しておりますけれども、その工法につきましては、地質調査を
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踏まえて対応させていただこうということで、現時点におきましては、特段の高額な液状化

対策は不要であるというふうに考えてございます。また、12 ページにおきましては、浸水

のリスクでございます。温水プール跡地につきましては、体育館裏駐車場より約 1 メータ

ー嵩上げがされておりますので、市が公表しております洪水ハザードマップの浸水予測か

らいきましても、0 メーターという形で問題はないという評価をさせていただいております。

また、ご承知のとおり、交通アクセスにつきましては、コミュニティバスが 3 路線ございま

す。これにつきましても、新病院開設に合わせてコースの再編をすることで対応が可能とい

うふうに考えてございます。また、道路交通につきましても、周辺の渋滞が少なく、市内各

所からの車によるアクセスが容易であると評価させていただいております。 

13 ページにおきましては、野洲駅からの距離でございます。これは現在の体育館の距離

と同等でございます。2.2 キロ、約 6 分ということで到着時間、所要時間を載せさせていた

だいております。なお駅からの利用者につきましては、北口からの送迎バスを運行すること

によりまして対応をさせていただきたいと考えております。 

また 14 ページ、15 ページにおきましては、駐車場の対応でございます。まず 14 ページ

の②でございます。台数についてです。まず病院の患者様等のご利用台数の想定でございま

すけれども、現病院の 116 台を参考に、平日最大 200 台をマックスの想定とさせていただ

いております。また、職員でございますけれども、現借り上げ台数 155 台を参考に、自動車

通勤が増えると想定いたしまして、1 日最大平日で 200 台想定をさせていただいておりま

す。また平日での体育館利用状況調査を踏まえまして 150 台と想定し、平日で 550 台を想

定させていただいたところでございます。これに対応する形で確保台数といたしまして、先

ほど申し上げました立体駐車場 150 台を提供させていただき、最大 580 台を確保しようと

する計画でございます。なお、休日におきましては、体育館の台数 450 台を想定いたしま

して、ピークが異なる両施設が常に連携しながら、効率化を図ることで対応が可能ではない

かというふうに考えている次第でございます。なお、立体駐車場の 2 階部分につきまして

は、職員用といたしまして、あくまで患者様におきましては平面利用の想定をさせていただ

きたいと考えてございます。 

 また体育館でのイベント時等におきましても現状において満車になるということが年に

10 数回あると確認をさせて頂いております。これらの対応につきましても、現状の対応も

含めてその形で今後協議をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

以上、申し上げました、新たな場所での検証結果ということで 15 ページに少しかいつま

んで整理をさせていただいて、検証結果として、一番下段に書いてありますとおり、新たな

整備場所である温水プール跡地につきましては優良な整備場所であるというふうに評価を

させていただいたところでございます。また 16 ページにおきましては、病院の整備工程を

あげさせていただいてます。開院想定としておりました令和 8 年度末でございます。全体

のスケジュールといたしましては、建設方式をデザインビルド方式という形で設計施工一

括発注という形を想定しております。その関係でのスケジュールとなりますけれども、令和

4 年度 5 年度にかけまして、基本計画を見直し、要求水準書等作成をし、業者を選定してま

いりたい考えております。業者が決まりましたら、5 年から 7 年度にかけまして、基本設計、
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実施設計、さらには 7 年と 8 年度にかけて建設工事、8 年の 3 月には開院をしたいと考え

てございます。 

また、国スポ・障スポへの対応という形につきましては、また後ほど 34 ページのところ

で少し詳しく説明をさせていただきたいと思います。 

続きましてページ飛びます。31 ページをご覧いただきたいと思います。新たな整備場所

を設定させていただきます関係で、駅前の ABC ブロックを総合した駅前まちづくりの可能

性の検討が広まったっていうこと、さらには、31 ページの⑵でお示しさせていただきます

とおり、野洲小学校区における小中学生、未就学児への対応につきましては、現状での対応

で十分賄えるという整理をさせていただいておりますのと、⑶におきましては現在の市立

野洲病院の施設跡を活用いたしまして、西館・北館をリノベーションすることにより、市民

活動、地域づくり、放課後児童の健全育成、高齢者等の相談支援事業等を行う活動拠点とい

う形での検討も進めてまいりたいと考えております。また、33 ページになりますけれども、

総合体育館、なかよし交流会との連携・有効活用等につきましても、お伝えをさせていただ

いているとおり、優れたリハビリ部門を要します市立病院と総合体育館が隣接することで

市民の健康増進の充実、広がりにも可能性を含めて検討を進めていきたいと考えておりま

すのと、災害時の安心拡大の可能性ということで、総合体育館につきましては、災害時、特

に震災時の指定避難場所になってございます。こうした中で、大規模災害時での安全性・快

適性の確保ということにつきましても、十分連携が図れるのではないかと考えております。

またなかよし交流館におきましては、医療的ケア児の必要な支援対象者といたしまして、公

的医療や福祉、行政における取り組み強化、この中で、十分な可能性を含めて支援を進めて

いきたいと考えております。 

最後に 34 ページでございます。先ほど申し上げました国スポ・障スポ開催時の対応でご

ざいます。34 ページのスケジュールにお示しをさせていただいておりますとおり、令和 7

年度、8 年度にかけての現場施工が中心になってまいります。また国スポ・障スポにおきま

しては、リハーサル大会が令和 6 年度にも予定を頂いております。こうした対応につきま

しても十分考慮しながら、事業につきましては連携させていただいて、進めていきたいと考

えております。特に国スポ・障スポ開催時に工事ヤード等で駐車台数を減少させることのな

いように、駐車場整備については、大会が終わりまして令和 8 年度の最終工程で施工する

ことを考えております。また、隣地の駐車場用地としての借り上げについても、周辺農地の

一部転用という形について十分協議してまいりたいと考えております。と申しますのも、大

会期間中のおもてなし事業でありますとか、関係ブース等の設置についても、事務局様のほ

うからご指摘をいただいている懸念事項ですので、このことについても十分対応させてい

ただきたいと思いますのと、工事期間中においては、現場での仮囲いの有無、大会期間中で

の工事一時中断ということについても十分考慮していただきながら今後の協議を進めてい

きたいと考えております。 

今後の予定ですが、当面の予定としまして 35 ページをご覧ください。今申し上げました

資料については 5月 18日、先般の特別委員会で議会に報告をさせていただきました。今後、

関連する予算、そして条例改正等を議会で提案させていただく予定をしています。市民の皆
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さんへの説明としましては、6 月 12 日から 7 月 5 日にかけて、各コミセンで市民懇談会を

させていただき、十分な説明をさせていただきたいと考えています。その後、関連予算の成

立を見まして、基本計画案の策定業務に着手させていただき、病院の先生方、専門家の集団

でございます評価委員会を踏まえて、再度特別委員会での審議を経まして、事業化に向けた

予算を 9 月議会で設計案を出し、正式に企画決定という形で事業を進めてまいりたいと考

えております。 

最後になりますが、今回の提案につきましては、十分な協議がまだ進められていない中で

のご提案となったことについては、大変申し訳ないと考えておりますが、今後十分な協議を

進めていく中で、この提案に向けた方策を実践してまいりたいと考えております。まずもっ

て、本日は情報提供という形でお知らせをさせていただいたものです。 

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

【西村教育長】 このことに関しては、スポーツ審議会との関係は言わなくてよかったです

か。 

【布施健康福祉部政策監】 はい。 

【西村教育長】 布施政策監。 

【布施健康福祉部政策監】 馬野部長ともご相談をさせていただきましたスポーツ推進審

議会委員様につきましても、十分ご説明をさせていただいて、内容の調整を図っていきたい

と考えております。以上でございます。 

【西村教育長】 北脇次長。 

【北脇教育部次長】 すいません。この件なんですけれども、過去にさかのぼりますと、今

回説明あったわけなんですけれども、内部でも説明をしてもらっていまして、教育委員会事

務局として考えられる懸念事項等は協議をさせていただいております。今説明ありました

スポーツ推進審議会で答申という流れもございまして、そういったところで意見を聞き、そ

こからまた教育委員会として意見をまとめていければなと思っておりますので、今後いろ

んな意見をいただければなと思っておりますのでよろしくお願いをいたします。 

【西村教育長】 はい。それでは他に何かございますか。よろしいですか。ないようですの

で、次に日程協議に移ります。 

まず、6 月教育委員会定例会は 6 月 22 日水曜日午後 1 時 30 分より、総合防災センター

研修室で開催しますので、よろしくお願いします。次に 7 月教育委員会定例会についてお

伺いします。7 月教育委員会定例会は 7 月 20 日水曜日午後 1 時 30 分より、総合防災セン

ター研修室で開催したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【西村教育長】 ご異議なしと認めます。よって、7 月教育委員会定例会は、7 月 20 日水

曜日午後 1 時 30 分より、総合防災センター研修室で開催しますので、よろしくお願いしま

す。以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして、本日の会議は閉会いた

します。お疲れ様でした。 

 


