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平成２９年６月教育委員会定例会議事録（要旨） 

 

１ 開催日時  平成２９年６月１日（木） 

        開会：午前１０時００分  閉会：午前１１時３０分 

 

２ 開催場所  第４委員会室 

 

３ 会議次第 

  ○５月定例会議事録承認 

○教育長報告  報告なし 

○議案第７１号 大津市教育委員会の所属職員の任免に係る臨時代理について 

○議案第７２号 日吉台幼稚園における大津市立幼稚園規模適正化に向けた実施計画の方

向性について 

○議案第７３号 平成２９年度大津市一般会計教育費６月補正予算に係る意見の申出につ

いて 

○議案第７４号 大津市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出

について 

○議案第７５号 大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の施行に関する教育委員会規則の制定について 

○議案第７６号  

○議案第７７号 大津市図書館協議会委員の解任及び任命について 

○議案第７８号 大津市文化財専門委員会委員の委嘱について 

○議案第７９号 大津市伝統的建造物群保存審議会委員の委嘱について 

○議案第８０号 大津少年センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

○議案第８１号 大津市堅田少年センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

 

４ 出席委員 

   桶谷教育長、日渡委員、前田委員、壽委員、八田委員 

 

５ 会議に出席した説明員 

   船見教育次長、西村政策監、丹羽教育監、南堀教育総務課長、橋本教職員室指導主事、

飯田児童生徒支援課長、人見学校教育課長補佐、本郷学校給食課長、中岡中学校給食準

備室長、押栗生涯学習課長、杉江文化財保護課長、安田 所長、松下図

書館次長、片山少年センター所長、山内幼児政策課長、三上幼児教育指導監、堀口保育

幼稚園課長 

 

６ 会議に出席した事務局職員 

   伏見教育総務課副参事、伊藤同課主任、西本同課主事 

 

７ 会議を傍聴した者 

（１）一般傍聴者       ０人  （２）市政記者等の傍聴者   ０人 

 

８ 議事の経過  別紙のとおり  
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（議事の経過） 

 

開会  教育長が６月定例会の開会を宣言 

市民憲章斉唱 

議題の非公開  議案第７２号から議案第７４号まで及び議案第７６号から議案第８１号まで

について、非公開とすることを可決 

 

５月定例会議事録承認  承認 

 

○議案第７１号 大津市教育委員会の所属職員の任免に係る臨時代理について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 大津市教育委員会の所属職員の任免に係る臨時代理について、教育委員

会の承認を求めるものである。 

 指導主事に充てられている学校教育課長補佐ほかの計５人について、所属する幼稚園である

藤尾幼稚園が昨日５月３１日をもって廃園となったことに伴い、平成２９年６月１日付でその

所属を長等幼稚園に改めるものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 承認 

 

 

○議案第７５号 大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施行に

関する教育委員会規則の制定について 

 

【説 明】 

○人見学校教育課長補佐 議案第７５号大津市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の施

行に関する教育委員会規則の制定について、教育委員会の議決を求めるものである。 

特別支援教育就学奨励費の給付対象の拡大に伴い、対象範囲を拡充するため、所要の改正を

行うものである。これまで特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に在籍する児童・生徒の

保護者のみを給付対象としていたが、インクルーシブ教育の流れを受け、平成２９年度より通

常学級に在籍する児童・生徒、すなわち学校教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程度

に該当する児童・生徒についても給付対象とする拡充を行うため、規則の制定を行うことにつ

いて議決を求めるものである。 

 

【質 疑】  

○日渡委員 給付対象の拡充が、なぜ規則の制定につながるのか説明してほしい。 

○人見学校教育課長補佐 本市においてこの特別支援教育就学奨励費の給付対象とするために

は、特定の個人を識別するための番号の提供を求める等、同番号の利用が必要になってくるた

め、それに係る規則の制定を行うものである。 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７２号 日吉台幼稚園における大津市立幼稚園規模適正化に向けた実施計画の方向 

性について 
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【説 明】 

○山内幼児政策課長 議案第７２号日吉台幼稚園における大津市立幼稚園規模適正化に向けた

実施計画の方向性について、教育委員会の議決を求めるものである。 

昨年度に策定した「大津市立幼稚園における３年保育実施の年次計画・大津市立幼稚園規模

適正化に向けた実施計画」において、平成２９年度から４年間の年次計画で３年保育を実施す

ることとしており、同計画での再編基準として、「３年保育の実施後、４歳児の園児数が３年

連続して適正規模である２０人を下回った場合は、近隣の幼稚園との再編を行う」としてい

る。但し、日吉台幼稚園については、地域の要望もあり、「民間による認定こども園設置の可

能性についても検討」するとしており、今般、中期的に計画に定める再編基準に該当する見込

みであること、及び地元の要望を踏まえ、民間による認定こども園設置の可能性について優先

して検討を進めることにつき、議決を求めるものである。尚、スケジュールは、平成２９年９

月より事業者の公募を行い、平成３０年６月には民間へ事業を移すことを検討している。 

 

【質 疑】  

○日渡委員 再編基準とは別の動きをする背景は、地域の要望が一番大きいという理解か。 

○山内幼児政策課長 そのとおりである。 

○日渡委員 今後も地域の要望等が他園に対して出された場合には、今回の件が前例になる可

能性があるか。 

○山内幼児政策課長 各地域と話し合いを進めていく中で、再編基準など計画の修正はありう

ると考えている。 

○日渡委員 日吉台幼稚園の園児数は今年度何人か。 

○山内幼児政策課長 合計で１１人であり、内訳は３歳児が５人、４歳児が２人、５歳児が４

人となっている。 

○壽委員 民間による認定こども園に移行するとなると、大津市としての関わりはどうなる

か。 

○堀口保育幼稚園課長 運営の形としては、浜大津保育園や現在認定こども園に向けて話を進

めている旧藤尾幼稚園のように公私連携型、つまり教諭の研修などについて市が一定の関与を

持ちつつ運営する可能性はあるが、詳細は未定である。 

○前田委員 期間内に民間から応募がなければ、統合の方向も視野に入れるということである

が、その間は、例えば追加支援策を行う等、どのようなスケジュール感で対応していくのか。 

○山内幼児政策課長 公募期間内に手が挙がらなければ、まずは公募の手が挙がりやすいよう

な形での支援策も検討した上で、再度公募する方向で進めていきたい。それでも公募の手が挙

がらない場合、改めて統合も視野に入れて検討する。 

○日渡委員 平成３０年６月に工事を行う前に、資産を売却するということか 

○山内幼児政策課長 その通りである。土地は賃貸し、建物は売却する。 

○前田委員 平成３０年度に在籍している園児はどうなるか。 

○山内幼児政策課長 平成３０年４月は日吉台幼稚園は存続しているため、日吉台幼稚園の籍

で坂本幼稚園での合同保育という形になる。６月の時点でこの建物を売却するとなると、その

時点で日吉台幼稚園の廃止と同時に坂本幼稚園籍に変わることを想定している。 

○八田委員 現在入園されている方は、状況や今後のことを理解しているのか。 

○山内幼児政策課長 入園時等にきちんと説明している。 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７３号 平成２９年度大津市一般会計教育費６月補正予算に係る意見の申出について 

 

【説 明】 

○南堀教育総務課長 議案第７３号平成２９年度大津市一般会計教育費６月補正予算に係る意

見の申出について、教育委員会の議決を求めるものである。 
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教育総務課分については二点ある。一点目は小学校大規模改造事業費における、藤尾小学校

に昇降機を設置するためのもので、今年度、藤尾小学校に身体虚弱の児童が入学したことか

ら、エレベーターを設置するための設計費用の補正を要求するものである。 

 もう一点は、小学校拡張用地整備事業費における、志賀小学校の体育館建替えに係る用地購

入費であり、必要な土地確保に向けた残り数名からの同意につき、今般うち１名と合意に至っ

たことから６月の補正を要求するものである。 

○堀口保育幼稚園課長 保育幼稚園課分は、幼稚園の維持管理事業費における、日吉台幼稚園

の建物に係る不動産鑑定手数料を補正要求するものである。 

 

【質 疑】  

○八田委員 不動産の鑑定手数料はすでに見積もり済のものか。 

○堀口保育幼稚園課長 本手数料は、不動産鑑定協会が示す基準表に基づいて要求をしてい

る。 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７４号 大津市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の申出につ

いて 

 

【説 明】 

○飯田児童生徒支援課長 議案第７４号大津市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定

に係る意見の申出について、教育委員会の議決を求めるものである。 

大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会委員については、大津市民病院の医師が市職

員として入っていたが、平成２９年４月１日に大津市民病院が独立行政法人化されたことに伴

い、同委員は市職員ではなくなったことから、本条例別表中「委員の構成」において、市職員

という記載を削除するものである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７６号  

 

【説 明】 

○安田葛川少年自然の家所長 議案第７６号大津市立葛川少年自然の家運営協議会委員の委嘱

及び任命について、教育委員会の議決を求めるものである。 

 大津市立少年自然の家条例第７条の規定に基づき、任期満了に伴う新たな運営協議会委員の

委嘱及び任命について委員会の議決を求めるもので、任期は平成２９年７月１日から平成３１

年６月３０日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７７号 大津市図書館協議会委員の解任及び任命について 

 

【説 明】 
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○松下図書館次長 議案第７７号大津市図書館協議会委員の解任及び任命について、教育委員

会の議決を求めるものである。 

人事異動に伴う解任及び任命であり、委任及び解任日は平成２９年６月１日、新委員の任期

は平成３０年８月２９日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７８号 大津市文化財専門委員会委員の委嘱について 

 

【説 明】 

○杉江文化財保護課長 議案第７８号大津市文化財専門委員会委員の委嘱について、教育委員

会の議決を求めるものである。 

人事異動に伴う委嘱であり、任期は平成２９年６月１日から平成２９年７月３１日までであ

る 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第７９号 大津市伝統的建造物群保存審議会委員の委嘱について 

 

【説 明】 

○杉江文化財保護課長 議案第７９号大津市伝統的建造物群保存審議会委員の委嘱について、

教育委員会の議決を求めるものである。 

 人事異動に伴う委嘱であり、任期は平成２９年６月１日から平成３０年７月３１日までであ

る。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第８０号 大津少年センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 

 

【説 明】 

○片山少年センター所長 議案第８０号大津市少年センター運営協議会委員の解職及び委嘱に

ついて、教育委員会の議決を求めるものである。 

人事異動に伴う解嘱及び委嘱であり、委解嘱日は平成２９年６月１日、新委員の任期は平成

３０年６月３０日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

○議案第８１号 大津市堅田少年センター運営協議会委員の解嘱及び委嘱について 
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【説 明】 

○片山少年センター所長 議案第８１号大津市堅田少年センター運営協議会委員の解職及び委

嘱について、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

 人事異動に伴う解嘱及び委嘱であり、委解嘱日は平成２９年６月１日、新委員の任期は平成

３０年６月３０日までである。 

 

【質 疑】 なし 

 

【採 決】 可決 

 

 

閉会 教育長が６月定例会の閉会を宣言 


