
【重点審議事項の論点整理について（教育委員会所管分）】

重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

子どもの学力向上と
学びの環境づくりに
ついて

○平成29年９月13日　常任委員会
・平成29年度全国学力・学習状況調
査の結果概要について

全国学力・学習
状況調査の結果
について

・児童生徒が仲間としてお互い認め合う授業や接し方をすれば、学力向上
に資するとともに、いじめもなくなり、学校に行くことが楽しくなると思
うので、そうした考え方を「学ぶ力向上 滋賀プラン」の今後の分析に加
えていただきたい。

・全国学力調査の結果を見ると、滋賀県は将来の夢や目標を持っている児
童生徒の割合が、全国平均と比べて低い。何のために勉強するのかを正し
く理解させることによって、子どもたちの学習意欲も高まることから、将
来の夢や目標は学習することによって叶うという設定をしっかり持ってい
ただきたい。

・教育委員会は、学力向上を目指して「学ぶ力向上 滋賀プラン」に取り
組み、そのための予算をつけて事業をやっているのだから、その成果の検
証はしっかりやっておかなければいけない。

・全国学力テストの結果が公表されることは、滋賀県はどうなっているの
かと私たちもプレッシャーを感じるけれども、学校の先生や生徒たちもい
ろいろなことを感じていると思うので、児童生徒をはじめ学校現場が萎縮
しない指導をお願いしたい。

・貧困対策は教育委員会の所管ではないと思うが、調査の結果でも、所得
が低い家庭は学力テストの得点が低い傾向の分析がされていたので、教育
委員会として、そうした経済的家庭の子どもに対して、様々な手立てを講
じていただきたい。

・今年度の調査結果に、全国学力調査の結果を踏まえた学力向上のための
取り組みに関する質問項目があり、滋賀県は、保護者や地域の人たちに対
する働きかけをほとんど行っていない学校の割合が、全国平均よりも高い
状況にある。これらの学校の分析に力を入れないと、学力向上のための授
業改善につながらないので、伸びていない部分を伸ばす施策が必要であ
る。



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

○平成29年６月14日　常任委員会
・小・中学校学習指導要領等の改訂
について

新学習指導要領
の改訂について

・学習指導要領の改訂によってこれから授業数が増えていく中、子どもや
教職員の負担がさらに増えないようにサポートをお願いする。

・学習指導要領の改訂によって、英語教育や道徳教育の充実が今後小学校
で導入されるが、人口減少社会やこれからの産業構造を踏まえると、国は
ＩＣＴ化やロボット化、外国人労働者の受け入れ等を見据えているという
話を聞いた。現場の教員には、これらの改訂理由をわかりやすい言葉で説
明し、改訂した内容を身につけるとともに、教員だけが忙しくなって窮屈
にならないように注意をお願いしたい。

・2030年ごろになくなる仕事や新たに生まれる仕事を見据えて、学習指導
要領の改訂が行われたと思う。総合教育会議に知事が加わって議論をして
いるのはそういう趣旨が含まれていると思うので、これからどういう仕事
が必要になっていくのかの認識を行政だけでなく、教育現場でも共有され
たい。

○平成29年６月14日　常任委員会
・平成28年度第６回滋賀県総合教育
会議の結果について

○平成29年７月６日　常任委員会
・平成29年度第１回滋賀県総合教育
会議の結果について

○平成29年９月13日　常任委員会
平成29年度第２回・第３回滋賀県総
合教育会議の結果について

○平成29年２月９日　常任委員会
・平成29年度第４回滋賀県総合教育
会議の結果について

○平成30年３月12日　常任委員会
・平成29年度第５回滋賀県総合教育
会議の結果について

滋賀県総合教育
会議の結果につ
いて

・平成28年度の総合教育会議のテーマに、地域との連携が掲げられている
が、子どもはやはり地域が育てていかなければならない。文化財、歴史、
お祭りなどの地域行事に子どもたちが参加できるようにするために、ＰＴ
Ａの存在は重要であり、地域とＰＴＡが連携できる仕組みを進めていただ
きたい。

・年度末の３月下旬に総合教育会議の取りまとめをしていては、来年度予
算に反映させることが難しい。出された課題に対して、次年度に対応でき
る体制を整えていただきたい。

・総合教育会議で出された議論の経過や結果について、現場の教職員に周
知するための方法を工夫されたい。

・それぞれの子どもたちの力を活用する学級力を高めることは、学力向上
やいじめ問題に一定の効果があると言われている。教えられる側である子
どもたちの力を生かしていく点に着目して、学級力を高めることについて
総合教育会議で議論されたい。

・日本語指導が必要な外国人児童生徒に対する教員の配置について、外国
人は今後も増えてくると思うので、教員の負担にならないように支援員等
を増やしていただきたい。



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

○平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度教育委員会の主要施策
について

○平成29年７月６日　常任委員会
・滋賀県いじめ防止基本方針の改定
骨子について

○平成29年９月13日　常任委員会
・滋賀県いじめ防止基本方針の改定
について

○平成29年11月９日　県外行政調査
　公立大学法人　福岡県立大学
・不登校・ひきこもりサポートセン
ターの取り組みについて
→　福岡県立大学で実施している不登校の
子どもたちや家族に対する家庭訪問支援、
個別支援、集団支援をはじめとした復学的
な取り組みについて、調査を行った。

○平成29年12月14日　常任委員会
・「平成28年度児童生徒の問題行
動・不登校生徒指導上の諸課題に関
する調査」結果の概要について

不登校、いじめ
防止対策の推進
について

・親が子どもに教える分野と教師が子どもに教える分野が明確になってい
ない現代において、教育委員会だけで不登校の問題を解決することは難し
いが、教育委員会が中心となって県全体として取り組まれたい。

・いじめ対策は、チーム学校として横の連携を図って取り組むことが大事
であり、これには具体的な施策に基づく必要がある。教師の気づきや外部
専門家に頼るだけでなく、客観的、科学的根拠に基づいた集団アセスメン
ト検査を取り入れるべきであることから、早急に導入していただきたい。

・いじめの問題は大人に情報が入らないことが多く、子どもたちで主体的
に解決できる形が初期対応の点でも大事なので、子どもたちが自ら率先し
て行動できる取り組みを図られたい。

・滋賀県いじめ問題生徒会サミットについて、今年度は南部、来年度は北
部で実施するということだが、児童生徒が中学校、高校へと進学する中
で、より身近な人間関係が培われていくので、会場を南北に限定せずに多
くの回数を重ねられたい。

・不登校について、家庭環境等で課題のあるケースにつながる場合がある
から、情報が適切に共有できるよう、福祉部門等との連携を密にし、具体
の対策を講じられたい。

・インターネットによるいじめは潜在化しやすいので、命にかかわること
が起きないように注意を払われたい。

・いじめをなくすためには、児童生徒にいじめは卑怯なことであると自覚
させるとともに、クラスにリーダーをつくって全員で止めることが大事で
ある。

・このごろのいじめ問題の最初の原因は、インターネットやスマホが大き
な割合を占めている。携帯電話は学校に不要なものであることから、子ど
もたちに対するメッセージとして校内ではこれらを預かるなど、毅然とし
た態度を大人が示すことが、インターネットを介したいじめ対策の具体的
な一歩である。

・いじめ問題がどうしても改善しない場合に、就学校を変更するなど、教
育委員会は子どもの命を守るための仕組みを明確に持っているはずなの
で、しゃくし定規ではなくフレキシブルな対応をお願いしたい。

・いじめの解消には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーが入っていかないと難しいケースがあり、人員を増員していただいて
はいるが、さらなる拡大を目指していただきたい。
・学業不振によって退学するケースは、最初の段階のつまずきをいかに解



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

・学業不振によって退学するケースは、最初の段階のつまずきをいかに解
消するかが大事なので、こうした生徒への手立てを丁寧に諦めずに実施さ
れたい。

・生徒が学校をやめて就労しようと思っても、各企業では高卒の要件が多
い。退学するとそれだけ不利益を被ることもしっかり伝え、進路変更等で
生徒を最後まで見届けるとともに、就職で夢や思いを持った形でつなげら
れるようにバックアップされたい。

・しがしごと検定は、受検に至る様々な努力が子どもたちに達成感をもた
らすと思うので、引き続き頑張って取り組んでいただきたい。

・寄宿舎入舎の不許可処分に係る審査請求について、保護者から見れば、
その判断に至った経緯や経過が十分に理解されていない。納得できる説明
をしてもらわないと、また同じことになると思うので、ケース会議で議論
された中身を十分に理解してもらって、最終決定をしていただきたい。

・寄宿舎入舎の不許可処分に係る審査請求の答申案について、法的に訴え
る利益がないと判断しなければならないことに、大変違和感がある。本
来、特別支援教育は、保護者、本人、学校関係者との信頼関係のもとで運
営しなければならないので、今後の学校運営での大きな反省点としてこれ
から取り組んでいただきたい。

・寄宿舎入舎の不許可処分に係る審査請求について、その後状況が変わっ
て寄宿舎に入舎されたということだが、本来、状況が変わる事態になって
はならない。そうしたことも想定して判断しなければならないので、今後
同じようなことがないように、全ての子どもたちが滋賀県で学んでよかっ
たと思えるように、取り組みを進めていただきたい。

・特別支援学校に在籍する児童が地域の小学校に行って学ぶ副次的な学籍
の研究について、障害をお持ちの児童生徒の保護者は、子どもの特性や学
校の施設環境などで、特別支援学校に行かせるのか地域の学校に行かせる
のか、大きく悩まれている。積極的に研究を重ねていただき、制度化でき
るように頑張っていただきたい。

特別支援教育の
充実について

○平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度教育委員会の主要施策
について

○平成29年６月６日　県内行政調査
　長浜北星高等養護学校
・学校の取組概要について
・しごと検定に向けたスキルアップ
授業について
→　就労に必要な基礎的な態度や技能を生
徒に身に付けさせるスキルアップ授業等に
ついて調査した。

○平成29年７月６日　常任委員会
・諮第３号　寄宿舎入舎不許可処分
に係る審査請求の諮問について

○平成29年９月13日　常任委員会
・平成29年度第２回・第３回滋賀県
総合教育会議の結果について

○平成29年11月７日　県外行政調査
　広島南特別支援学校
・特別支援教育の充実に向けた取り
組みについて
→　近年、特別支援学校高等部卒業生の就
職率が高い広島県において、同校では生徒
が希望する進路を100％実現していること
から、同校の取り組みについて調査を実施

した。

○平成30年２月９日　常任委員会
・滋賀県就学指導委員会の改編につ
いて



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

・教員がＵＳＢを紛失するなど、個人情報の漏えい等が過去にあり、その
対策として個人情報を含まない業務も自宅ですることができなくなった。
学校で行う業務として整理されたかもしれないが、教員の働き方改革に向
けた業務改善に向けて、現場の声を聞いていただきたい。

・教員の給与に調整額が付与されているが、教員の働き方自体が、調整額
を導入したときと今とで全然違う。これは古き時代の制度なので、働き方
改革を進めるならば、まずここに手をつけるように国に声をあげるなど、
教員の実態に合わせた形で改革していただきたい。

・教育はまちづくりや人づくりなどの礎であり、働き方改革の目標である
教職員が誇りや情熱を持ち続けるためにも、学校業務の見直しや教員の負
担軽減に必要な予算は確保されたい。

・教員の業務内容については、個人の力で工夫ができるが、担任が受け持
つ子どもの数がネックである。これまで35人学級が進められてきたが、そ
れでも教員にとっては負担であることから、さらなる少人数学級に向けて
工夫されたい。

・校内の部活動と校外のクラブ活動との連携を図ることにより、校外のク
ラブ指導員に大会の引率等に御協力いただくなど、さらに工夫できる余地
があると思うので、検討されたい。

・月当たり超過勤務時間が45時間超の教員の割合を減らす目標に向けて、
時間外勤務の理由を適切に分析し、教員に負担を与えることのないように
有効な対策を検討されたい。

・懸念事項や問題事項で困っている教員が、現状を発信できないときに、
ベテランの先生が声をかけるなど、協力し合える環境が大切である。鍋ぶ
た的組織と言われる学校現場では難しいかもしれないが、校長や教頭が
コーディネートをするなど、先生方の協力体制の構築に向けて、検討され
たい。

・働き方改革の目標が形骸化することのないように、教員の持ち帰り残業
等を管理するとともに、市町だけでなく、県が主体性を持って取り組まな
いと、働き方改革は実現しない。

学校における働
き方改革につい
て

○平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度教育委員会の主要施策
について

○平成29年10月３日　常任委員会
・平成29年度「滋賀県教育委員会事
務の点検・評価」に関する報告書
（平成28年度実績）について

○平成29年12月14日　常任委員会
・議第140号　平成29年度滋賀県一
般会計補正予算（第８号）のうち教
育委員会所管部分について
・議第148号　滋賀県公立学校の職
員の給与に関する条例の一部を改正
する条例案

○平成30年２月９日　常任委員会
・学校における働き方改革取組方針
等について



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

県立図書館のあ
り方について

・県立図書館の役割について、多くの県民に来館してもらうのか、市町へ
の支援がメインになるのか、レファレンス機能を強化するのかなど、しっ
かりと位置づけを明確にして、10年後を見据えたあり方を組み立てていた
だきたい。

・やはり県立図書館は、市町立図書館とは違う位置づけで運営をしていか
なければ、役割が見出せない。

・月に１冊も本を読まない高校生が多い中、読書は楽しいと思える施策を
市町立図書館と連携して発信し、県民の皆さんの読書率を高められたい。

・図書館は知や人の交流の場所であり、いろいろと機能が変わってきてい
るはずなのに、提示された案は昔ながらの図書館の形しか示されていな
い。実際に来館者数も減り、本を読まない高校生の割合が増えるなど、危
機的な状況であることを認識し、10年後に夢を持てる図書館がどういうも
のであるかを検討してもらいたい。

・例えばインターネットで本を検索して県立図書館にあれば、その本を市
町で受け取れるシステムを構築するなど、今ある資源の中で努力するだけ
でなく、もう少し発展性を含めた未来に描けるメッセージ性を加えていた
だきたい。

・一人で多くの本を借りるよりも、本を借りる滋賀県民全体の人数のほう
が大事である。今後、県立図書館の場所が新生美術館や県立体育館など、
新たな形で変わっていく地域でもあるので、図書館がその中でどのような
役割を担うのかをしっかり意識しながら取り組んでいただきたい。

・公立施設の図書室等が利用者のニーズに答えられないときに、県立図書
館の司書が指導助言できる支援体制が必要である。また、県民の皆さんの
様々なニーズに迅速に正確に応えられるように、図書館司書の資質向上の
ためのネットワークづくりを進めていただきたい。

○平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度教育委員会の主要施策
について

○平成29年10月３日　常任委員会
・「（仮称）これからの滋賀県立図
書館のあり方」について

○平成29年11月８日　県外行政調査
　萩市立萩図書館
・NPO法人との協働による図書館運
営について
→　同館で取り組む明治維新関連資料の充
実やレファレンス専門員制度の導入、電子
図書館の開設、読書手帳、雑誌スポンサー
制度の導入など、全国に先駆けた数々の

サービスについて、調査を実施した。

○平成29年12月14日　常任委員会
・（仮称）これからの滋賀県立図書
館のあり方」の概要について

○平成30年２月９日　県内行政調査
　滋賀県立図書館
・10年後を見据えた県立図書館の役
割について
→　県立図書館の利用者に地域性の偏りが
認められるとともに、電子書籍の急激な普
及、読書人口の減少など、図書館を取り巻
く環境が変化してきたことから、現在検討
している「（仮称）これからの滋賀県立図
書館のあり方」に向けて、10年後を見据え
た県立図書館の役割などを調査した。

○平成30年３月12日　常任委員会
・「これからの滋賀県立図書館のあ
り方」について



重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

○平成29年５月17日　常任委員会
・平成29年度教育委員会の主要施策
について

○平成29年10月３日　常任委員会
・議第114号　損害賠償請求調停事
件の調停の合意および損害賠償の額
を定めることにつき議決を求めるこ
とについて

○平成29年12月14日　常任委員会
・一般所管事項について

○平成29年５月17日　常任委員会
・びわ湖フローティングスクール新
船建造について

○平成30年２月９日　常任委員会
・びわ湖フローティングスクール学
習船新船建造等について

○平成30年２月９日　県内行政調査
　中谷造船株式会社　琵琶湖工場
・うみのこ新船の概要について

○平成30年３月22日　常任委員会
・議第80号　平成29年度滋賀県一般
会計補正予算（第11号）

・うみのこの名称について、最終的に３点程度の候補に絞って知事が決定
となっているが、できたら子どもたちで投票等ができないだろうか。主権
者教育などの部分で、小学生みんなでうみのこの名前を決めるほうが、よ
り子どもたちにとって心に刻まれる取り組みになるので、名称の決定に際
して子どもたちに関与してもらえるよう、検討いただきたい。

・うみのこ現船の取り扱いについて、市町による利活用や売却に至らない
場合は、解体ということだが、琵琶湖博物館で現船の一部を再現したり、
希望者には記念になる部品ごとに売却するなど、有効利用を図られたい。

・学習船「うみのこ」新船建造事業に係る繰越明許費について、受託業者
の管理不足等に起因して、年度内に予定していた「うみのこ」新船の納期
が、４月中旬に遅延するとのことだが、県は、５月上旬に予定している運
航の開始に必ず間に合うよう、今後、より一層適切な進行管理を行われた
い。また、準備期間が短くなるが、船体の安全はもとより、子どもたちの
学習内容に支障が出ないよう、万全を期されたい。

うみのこ新船に
ついて

教育施設の老朽
化等に向けた対
応について

・エレベーターなどが整備されていないため、普通学級で学びたいが断念
された車椅子の生徒がいるというケースを聞いているので、適切な対応を
お願いしたい。

・老朽化した施設による事故が発生した場合は、速やかに事故防止に向け
た対応をするけれども、時間の経過とともにおろそかになることがあるの
で、継続して適切に管理していただきたい。

・予算面で学校の施設整備費が削られる状況にあるけれども、緊急を要す
る場合には適切な対応をお願いしたい。

・老朽化した学校施設については、教育委員会主導で、改修に向けた将来
的な展望の説明を生徒あるいは保護者に対してお願いしたい。



【重点審議事項の論点整理について（警察本部所管分）】

重点審議事項 委員会における取組状況 主な論点 委員会における主な意見 備　考

平成29年９月13日　県内調査
　甲賀警察署新庁舎
・新庁舎の概要について

平成29年10月３日　常任委員会
・交番・駐在所の機能と今後の整備
方針について

平成29年10月３日　常任委員会
・「平成29年７月九州北部豪雨」に
伴う警備部隊の派遣について

平成29年11月７日　県外行政調査
　広島県警察本部
・平成26年８月豪雨における土砂災
害の救助活動等について
→　同年に広島市を襲った豪雨に伴う土砂
災害において、広島県警察本部で実施され
た救助、捜索活動の状況や今後の教訓等に
ついて、調査を実施した。

犯罪の発生を抑止す
る社会づくりと県民
の命を守るための基
盤の整備について

・警察署は、住民の安全を守るための基地でもあるので、職員が快適に
過ごせるように、健康管理を充実していただきたい。

・交番や駐在所は住民にとって本当に一番身近なところなので、計画的
に整備するために、財政当局に対してしっかりと要望していただきた
い。

・駐在所における業務について、駐在員がいないときには配偶者が対応
されるケースがあると聞いているが、こういう時代なので、安全面で万
が一の事態が起こらないように、警察官はもとより、家族の安全に十分
に注意した組織体制と警察業務の運営に努めていただきたい。

警察施設の充実
について

・平成29年７月九州北部豪雨において、現地の災害対応では重機類を
使っていた。滋賀県は比良山系、比叡山などで土砂災害が昔から起こっ
ている地域なので、何かあったときに即座に対応できるように、必要な
資機材の整備をしていただきたい。

・滋賀県では非常に警察官が少ない状況なので、災害派遣を踏まえた人
員の確保も必要だと思う。私たちも一生懸命警察官を増やしていきた
い。

災害時における
救助活動等につ
いて


