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令和４年度 竜王町教育委員会の権限に属する事務の管理および執行状況の 

      点検および評価にかかる報告書 

 

                        竜王町教育委員会 

                         教育長 甲津 和寿 

 

１ はじめに 

 竜王町教育委員会においては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基

づき、毎年６月から８月の間に前年度における教育委員会の権限に属する事務の管理

および執行状況の点検および評価を実施しています。 

そして、その点検および評価結果をとりまとめ、９月定例議会中に議会に報告する

とともに、町ホームページ等を活用して住民の皆様に公表するとの方針を定めていま

す。 

 このことを踏まえ、令和３年度教育委員会活動をはじめとする「令和３年度竜王町

教育行政基本方針」に基づく事務について、点検および評価を実施しましたので、こ

こに報告いたします。 

 

２ 具体的な取組の経過 

 

①竜王町教育委員会事務点検および評価要領に定める一次評価の実施説明会 

の開催  

  ＊４月 22日（金） 教育委員会事務局 所属長対象 

    ・一次評価および二次評価等の要領説明と一次評価に関しての説明 

 ・一次評価の実施について 

     ⇒期間：令和４年４月 25日（月）～５月 27日（金） 

     ⇒内容：各所属において、所掌事務に関し自己評価による一次評価を行う。 

・竜王町教育委員会事務点検および評価要領の定めにより、教育委員会の各

部署において書類作成と一次評価を実施 

（令和３年度の教育行政基本方針の項目ごとに評価） 

 

②５月定例教育委員会 ５月 26日（木）開催 

  ・令和４年度 事務評価にかかる事務日程計画の報告 

 

 ③一次評価の集約 期間：５月 31日（火）～６月 16日（木） 
  ・教育委員会各部署での一次評価について、教育総務課にて集約を行い、総合評

定を実施 

 

 ④二次評価のための資料送付 ６月 21日（火） 

  ・評価委員３名に対して、「教育委員会の活動」、「教育委員会が管理・執行す

る事務」および「教育委員会が管理執行を教育長に委任する事務」､の３項目に
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かかる一次評価結果と参考資料を送付し、個々の評価委員から二次評価にかか

る意見を事前にまとめていただくように依頼 

 

⑤６月定例教育委員会 ６月 24日（金）開催 

  ・一次評価の結果概要説明と一次評価に対する意見交換 

 

⑥教育委員による一次評価 ６月 24日（金）～６月 29日（水） 

  ・一次評価に対する意見集約 

 
 ⑦第１回 竜王町教育委員会事務評価委員会 ７月１日（金）開催 

  評価委員名簿（任期：令和３年４月１日から２年間） 

氏  名 所   属   等 

大 谷 五十二 小学校英語教育学会（ＪＥＳ）理事 

びわこ学院大学非常勤講師 

飯 村   悟 近江八幡・竜王少年補導委員会会長 

竜王町社会教育委員の会議長 

今 井 弘 樹 国立大学法人滋賀大学教職大学院教授 

・一次評価に対する各課長からの説明およびそれに対する質疑応答、併せて評価

委員による一次評価に対する意見について協議 
 

⑧二次評価のための資料送付 ７月１日（金） 

  ・評価委員３名に対して、教育委員の意見も含め一次評価結果を基に、個々の評

価委員から二次評価にかかる項目別にランク評価を記入していただくように依

頼 

   

 ⑨第２回 竜王町教育委員会事務評価委員会 ８月２日（金）開催 

・二次評価の集約と総括意見について協議していただき、評価委員としての二次

評価を決定 
 
⑩８月定例教育委員会 ８月 24日（水）開催  

・評価委員からの「令和４年度竜王町教育委員会事務評価にかかる二次評価につ

いて」の報告を受け、議会への報告要領および住民への公表方法等について協議

決定 

・９月定例議会の教育民生常任委員会において説明と報告を行う。 
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３ 評価を終えて   

 事務事業評価に係る外部委員については、昨年度に引き続き３名の方にお願いしま

した。 

 評価の実施については、「竜王町教育委員会事務点検および評価要領」に従い、教

育委員会の承認を経て実施しました。 

 一次評価は、昨年度と同様Ｓ評価を最上位として位置付け、以下Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで

評価しました。昨年度も、コロナ禍ではあったが、できる事業にしっかり取り組めた

か、また、縮小や延期しながらもできた事業、できなかった事業等について評価のレ

ベル感に対するベクトルを合わせて評価するように内部協議を重ねてきました。 

 一方、教育委員会議では、コロナ禍の中、模範となる取組や数値として結果が出て

いるようであればＳ評価にすべきである、またＡ評価であっても更なる高みをめざす

項目については、工夫や改善点を記載するとよい、Ｂ評価以下とした項目については、

検討すべき改善点等を記載するべきとの指摘がありました。その他、具体的に数値目

標で記載された内容については、今年度下半期や次年度早々の取組に活かしてほしい

との意見があった。 

結果、今年度Ｓと評価できる項目は、以下の４項目でした。 

 ①「確かな学力」を育むための授業改善の推進 

  子どもたちの集中力の育成と脳の活性化をめざしながら基礎基本の力の定着に 

全校一丸となって取り組んだ徹底反復学習（竜王チャレンジタイム）は、その 

成果が学力調査等にも出るとともに他市町からの見学もあり県下のモデルとな 

る取組であった。 

②就学前から中学までの一貫した英語教育の充実 

 小学６年生の英語技能効果測定（GTEC）では、トータルスコアが 2020年度の 

365.1に対し、2021年度は 378.7と結果が上昇した。また、英語スピーチ大会 

においてもコロナ禍の中工夫を凝らして開催することができ小学生・中学生の 

レベルの高い英語力の発信の場を持つことができた。 

さらに昨年度に引き続いての「竜王町イングリッシュキャンプ 2021」では 51人 

の参加があり、「もっと英語を勉強して話せるようになりたい」、「外国人と 

話してみたい」といった意見が多く満足度が 5.0中 4.8あったことから大きな 

効果が得られた。 

③町立幼稚園の認定こども園への移行整備 

認定こども園への移行について、安心して進級、入園できるよう保護者への丁 

寧な説明、また園児には両園交流を実施し、一緒に活動することで新しい園生 

活を過ごす感覚を生み出せ、子どもや保護者の安心に繋げられた。また、県認 

定申請を行い３月に認定を受けることができた。 

さらに、園の職員体制の整備や園章、園歌の作製等を進め、３月末には、竜王

幼稚園、西幼稚園を閉園し、４月１日から町として初めての認定こども園を開

園することができた。 
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  ④東京 2020オリンピック聖火リレー（竜王町聖火リレー）への参画 

   準備が計画どおり進められ、当日は雨天であったにもかかわらず 116名のボラ 

ンティアの協力を得る中、竜王幼稚園では窓越しに観覧、小中学校ではライブ 

動画配信により全校児童生徒が視聴でき、マスコミにも取り上げられた。また、 

町内のリレー参加者からは「みんなと心を一つにコロナを乗り越え、笑顔にな 

れるようにと願い走った」との感想もあり、町全体のＰＲにも繋がったという 

満足度の高い聖火リレーが実施できました。 

一方、Ｄ評価は、次の１項目でした。 

  ①第２期公民館基本計画策定に向けた取組 

   公民館基本計画は、平成 22年の公民館コンバージョンにあわせて策定され、10 

年以上経過したことから第２期公民館基本計画を策定することとしていた。 

しかし、年度当初より組織体制に変調が生じ、全体業務の調整上、見送ること 

となり策定には至らなかった。 

 

一次評価のＳ評価は４項目、率にして７％、Ａ評価は 32 項目、率にして 58％、Ｂ

評価は 18項目、率にして 33％、Ｄ評価が 1項目、率にして２％となりました。 

以上のようなことを踏まえて評価委員の皆様からは、適切に一次評価ができている

と認めていただいた上で、二次評価をしていただきました。 

 

二次評価は、３名の評価委員の皆様に一次評価を踏まえ、２回にわたって協議をし

ていただき、最終的に二次評価を決定していただきました。 

また、二次評価の評価項目について、令和４年度教育行政基本方針の施策体系に合

せるため一部項目の整理を行いました。 

二次評価をしていただいた結果、Ａ評価は 17 項目、率にして 71％、Ｂ評価が７項

目、率にして 29％、Ｓ、Ｃ、Ｄ評価はありませんでした。併せて、今後に向けて評価

を評価で終わらせないためにも、工夫や改善点を明確にして着実に取り組むことの大

切さ等とＡ評価については、さらに伸ばすための努力を積み重ねＳ評価となるように

との意見や提言をいただきました。 

今回の一次評価、二次評価や意見、提言について、すぐにでも取り組めることにつ

いては、早速、「令和４年度の事務点検・評価を踏まえた重点改善項目と主な改善点」

として項目別にまとめるとともに、来年度の取組にもしっかりと活かしていきたいと

思います。 

 結びに、本点検および評価をＰＤＣＡサイクルの重要なチェック（評価）の機会と

捉え、竜王町教育の更なる充実、発展をめざしてアクション（改善）に努め、「キラ

リと光る教育で竜王の人づくり・まちづくり」に邁進してまいりたいと思います。 
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一次評価 

 

教育委員会の活動 

項 目 小項目 評価 点検・評価（記述） 

１ 教育委員会の

会議 

(1) 会議の回

数 

Ａ ・月に１回の会議開催を定例会と位置付け､令和３年度は､

計12回と臨時会１回開催できた。 

・５校園を訪問し、全学級授業、保育の参観、校園長等か

らの説明を受けるとともに、様々な視点から意見交換を

行った。【資料１】 

・その他、各種式典や行事・研修会に出席できた。 

(2) 会議の運

営上の工夫 

Ｂ ・付議内容の事前周知および会議資料の事前配布に努めた。

今後もより円滑な会議運営に資するための準備を行い資

料の事前配布に努める。 

２ 教育委員会の

会議の公開､保

護者や地域住民

への情報発信 

(3) 傍聴者の

状況 

Ｂ ・町のホームページを活用し開催日等を周知したが、傍聴

者は８月開催時の１人だけであったことから傍聴しても

らえるため周知・啓発等について工夫検討を行う必要が

ある。 

(4) 公開・広

報・公聴 

Ａ ・公開、公聴については、会議の開催日、場所を町ホーム

ページに掲載し、開かれた委員会づくりに努めた。 

・教育行政基本方針を会計年度任用職員研修会や視察受け

入れ時に配付し、併せて町ホームページにも掲載し、年

間を通して教育委員会の活動を広く周知できた。 

・教育委員会の事務点検評価を町ホームページに掲載し教

育の方針や成果・課題等を広く住民に周知できた。 

３ 教育委員会と

事務局との連携 

(5) 委員と事

務局との連

携 

Ａ ・定例会に加え委員と事務局は、随時連絡を取り合い情報

共有も含めた連携をとりながら円滑な委員活動に努めら

れた。 

４ 教育委員会と

首長との連携 

(6) 総合教育

会議の開催 

Ａ ・町長から教育長に事務委任を受ける中、年３回の総合教

育会議を開催した。 

・年間を通じて「町立認定こども園開園に向けた取組と竜

王西幼稚園の今後の利活用について」を統一テーマと 

し、会議の継続性・発展性をより充実させることに努め

た。 

  第１回 教育大綱について説明（令和３年度教育行政

基本方針について） 

      テーマ設定とその理由および年間計画につい

て確認 

      年間テーマ 

令和４年度 令和３年度事業にかかる竜王町教育委員会事務点検および評価シート 

 Ｓ：的確な事業実施がなされ、非常に大きな成果があがっているもの 

 Ａ：適切な事業実施がなされ、十分な成果があがっているもの 

 Ｂ：成果としては良好なものが得られているが、更なる充実が望まれるもの 

 Ｃ：一定の成果をあげているものの、課題もあり検討を加え努力すべきもの 

 Ｄ：成果が乏しく抜本的な見直しとともに、改善が必要なもの 
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      「町立認定こども園開園に向けた取組と竜王

西幼稚園の今後の利活用について」 

      認定こども園移行基本計画について 

  第２回 竜王西幼稚園の施設見学 

      竜王西幼稚園の今後の利活用について 

      認定こども園移行に向けた進捗状況について 

  第３回 認定こども園の入園申込状況報告と開園に向

けた体制整備について 

      竜王西幼稚園の今後の利活用について 

      GIGAスクール構想の現状について 

５ 教育委員の自

己研修 

(7) 研修会の

参加状況 

Ａ ・県教育委員会や県町村教育委員会連絡協議会主催の研修

会に参加し、最新の話題から学ぶことで求められる教育

委員会活動をめざし研鑽に努めた。 

・コロナ禍での研修会となったためZOOM会議での参加も活

用し積極的に情報収集することで、国や県の動向を町の

教育行政に反映するよう努めた。【資料２】 

６ 学校および教

育施設に対する

支援・条件整備 

(8) 学校訪問 Ａ ・学期ごとに各校園の訪問を計画し、各校園の園児・児童

・生徒の状況把握に努めた。 

・各期の訪問等は、次のテーマを設定し､意見交換を通し

て各校の自主性を支援し教職員が意欲的に取り組めるよ

う助言を行った。 

・３学期は下記のテーマと併せて委員と教職員との懇談を

計画したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止した。 

１学期：園児・児童・生徒の状況把握と各校園の経営

管理計画について意見交換 

  ２学期：竜王西小学校での徹底反復学習公開研修会、

竜王幼稚園・竜王小学校での自主公開アピー

ル事業にかかる研究会・講演会、竜王中学校

での川島隆太教授講演会に出席した。竜王西

幼稚園については、定例教育委員会議におい

て、２学期の成果と課題にかかる報告を受け

意見交換を行った。 

  ３学期：各校園の評価を踏まえた今年度の成果と次年

度に向けて意見交換（学校訪問としては中止

２月の定例教育委員会において書面により報

告） 

(9) 所管施設

の訪問 

Ｂ ・学校給食センターについては食品衛生上、調理室等に入

ることはできないが、学校給食運営委員会等に委員が出

席した。また、教育委員会議でアレルギー対応調理室設

置に向けた取組状況の説明を受け学校給食の現状把握に

努めた。 

 

教育委員会が管理・執行する事務 

項 目 小項目 評価 点検・評価（記述） 

１ 教育行政の運営に関する基

本方針を定めること。（教育

大綱を定めること。） 

Ａ ・教育大綱に代わるものとして、毎年度の教育行政基本方

針を充てることを第１回総合教育会議にて確認した。 

・外部評価委員からの評価、分析を踏まえた事務点検評価
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の結果や事業指標の到達度に基づき、教育行政基本方針

が策定できた。 

・写真や模式図を活用するなどして見やすくわかりやすい

基本方針が策定できた。 

・PDCAサイクルを意識し、毎年、評価・改善・実施を繰り

返すことにより、より一層の充実に努めた。 

２ 教育委員会規則および規程

を制定し、または改廃するこ

と。 

Ａ ・所管する各種規則等について、現況に合った法令改正等

に伴う所要の整備を行った。認定こども園の開園や押印

の特例に伴う例規整備のため例年より多くの案件が処理

できた。（規則：新規制定２件、改正７件、廃止４件、

告示：新規制定４件、改正３件、訓令：新規制定１件） 

３ 教育予算その他議会の議決

を経るべき議案の原案を決定

すること。 

Ａ ・教育施策に関して必要な事項については、議会への上程

前に教育委員に理解を得るための詳細説明と意見を求め

ることができた。 

４ 教育委員会の所管に属する

学校その他の教育機関を設置

し、または廃止すること。 

Ａ 

 

・幼児教育・保育を一層充実していくために、竜王幼稚園

と竜王西幼稚園を廃止し、令和４年４月から幼稚園型認

定こども園（竜王こども園）を竜王幼稚園の園舎等を活

用し開園するための準備を整えることができた。 

５ 事務局および教育機関の長

の任免その他に関すること。 

（県費職員は除く） 

Ｂ ・遅延することなく適切に実施できた。 

６ 県費負担に係る校長の任免･

内申（教育長専決事項） 

Ｂ ・遅延することなく適切に実施できた。 

７ 県費教職員の人事の内申に

関すること。 

（教育長専決事項） 

Ａ ・校長の具申のもと、学校運営の状況や課題、個々の教職

員の適性などを踏まえた人事異動の内申を行い、適切な

人事異動が実施できた。 

・令和３年度末の人事異動では、小学校の異動を最小限に

抑えるとともに中学校の増級が実現した。また近隣市町

の学校との異動を促進することができた。 

８ 教委所管の各種委員会の委

員の任免・委嘱 

Ｂ 

 

・所管の各種委員は、知見、経験、実績を踏まえ任命および

委嘱を行い、適切に各種事業活動の展開ができた。 

９ 教科用図書の採択の決定に

関すること。 

Ａ 

 

・令和４年度から使用の中学校社会科教科用図書、令和４

年度小中学校特別支援学級教科用図書の採択にあたり、

５月から滋賀県第３地区において教科用図書選定協議会

を設け、適正に調査研究を行った資料をもとに、町教育

委員会において採択ができた。 

10 通学区域を設定、または解

除すること。 

 ・通学区域の設定および解除等については、特に見直しや

問題がないため、実施をしていない。 

11 請願、陳情、異議申し立て

に関すること。 

 ・請願､陳情､異議申立への対応が必要な事項はなかった。 

 

教育委員会が管理執行を教育長に委任する事務 

（教育行政基本方針の重点目標、重点施策に基づく事務） 

項 目 小項目 評価 点検・評価（記述） 

１ たくましく生

き抜く力を育む

学校・園教育の

推進 

(1) 「確かな

学力」を育

むための授

業改善の推

Ｓ ・町独自の完全35人以下学級の実現（下限20人にとらわれ

ず、学級36人～39人の場合も対象）や少人数指導を実施

することで、児童生徒の学力面、生徒指導面できめ細や

かな教育が実現できた。 
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進 ・両小学校においては、「徹底反復学習（竜王チャレンジ

タイム）」に取り組み、「子どもたちの集中力の育成と

脳の活性化」をめざしながら、基礎基本の力の定着にも

全校一丸となって取り組めた。特に令和３年度の全国学

力・学習状況調査において、小学校６年生の国語科、算

数科で全国平均に到達する結果を出すことができた。さ

らに、徹底反復学習に取り組んできた学年である中学１

年生、２年生の「標準学力調査」においても、漢字や計

算問題で全国の正答率を上回る結果を出すことができ、

徹底反復学習を通じて、基礎基本の定着に努めている成

果が着実に表れてきている。 

・６月11日に竜王小学校で、６月18日に竜王西小学校で、

前田昌彦氏を招聘し、全学年において正しく鉛筆を持っ

てよい姿勢で文字を書くための運筆指導を行い、鉛筆の

持ち方の重要性について意識付けができた。 

・６月30日には徹底反復学習の先進地視察として教育長、

学校教育課２人、各校１人が大阪市立大国小学校を訪問

し、徹底反復学習の様子を参観するとともに、日ごろの

取組の様子や成果・課題などについて意見交換会を行っ

た。 

・12月８日には、竜王西小学校を会場に「令和３年度竜王

町徹底反復学習公開研修会」を開催し、県内外からの参

加者85人があった。徹底反復学習の公開後、よりレベル

アップした徹底反復学習となることをめざして町内の教

員を４つの学年団グループに分け、日ごろの実践交流と

今後の努力目標を話し合った、全体会においては、「低

学力は学校ぐるみで克服できる」という演題で、髙梁市

立有漢西小学校の元校長本倉弘美先生による講演会を行

った。町内のこれまでの取組について、両小学校の教員

が交流の機会をもち、竜王町としてそれぞれがさらに刺

激し合って徹底反復学習の取組を高めていくことを確認

できたことは大変有効であった。 

・竜王中学校では、「集中して学べる集団づくりをめざし

た姿勢改革～「立腰」の実践と家庭学習のあり方」をテ

ーマに校内研究に取り組み、鳴門教育大の久我直人先生

を講師に迎えた校内研究を実施する中で、学習規律の改

善につながる取組ができた。 

(2) 就学前か

ら中学まで

の一貫した

英語教育の

充実 

Ｓ ・町事業「幼小中系統的英語教育推進事業」および県教育

委員会指定の「小学校英語パイオニアプロジェク  

事業」を受け、小学校高学年の英語科および中学年の外

国語活動のカリキュラムの充実と、中学校英語科の４技

能の総合的な育成や言語活動の高度化について、大学や

県教委から講師を招いて授業研究を行えた。 

・小学校英語専科教員やALT、JTEとの連携による小学校英

語科および外国語活動、中学校英語科や郡内学校との連

携による指導改善に努めた。 

・町費による小学校６年生の英語技能効果測定（GTEC）で

は、トータルスコアが2020年度は365.1に対し、2021年

度は378.7と上昇した。また、トータルでグレード４（



9 

 

まとまりのある英語を使い始めるレベル）に達した児童

も、2020年度の44パーセントに対し、2021年度は51パー

セントと上昇した。 

・両幼稚園において、５歳児を対象に年10回の英語体験教

室を実施し、ネイティブスピーカーと英語に触れあう体

験に継続して取り組み絵カードを見ながら、色や動物、

数などの単語を言ったり、感情を表す言葉を歌に合わせ

て全身を使って表現したりするなど、楽しんで英語と触

れ合うことができた。 

・８月28日に小学生14人、中学生６人の参加を得て英語ス

ピーチ大会を開催した。コロナ禍での開催でビデオ収録

による審査で来賓来場者等の参加は叶わなかったが、レ

ベルの高い大会となった。 

・10月23日に両小学校３年生以上の児童51人の参加により

「竜王町イングリッシュキャンプ2021」を開催した。参

加児童の感想は「もっと英語を勉強して話せるようにな

りたい。」「外国人と話してみたい。」といった意見が

多く満足度は5.0中4.8であった。 

(3) 社会の変

化を見据え

た新しい学

びの推進 

Ａ ・GIGAスクール構想の具現化に向けて、各校のICT推進リ

ーダーを年７回招集し、各校の連絡調整と校内研修に向

けた情報交換が重ねられた。また、タブレット端末を用

いた授業研究会を各校で行い検証を重ねた。実際に活用

した体育の「器械運動」や算数の「長さ調べ」の授業な

どは事例集にまとめて活用方法を共有できた。 

・５月11日にミライシード、６月８日にteamsに関してタ

ブレット端末ソフトのスキルアップ研修を行った。また

８月４日には全教職員に対して研修を実施。さらに11月

15・18日に草津市志津小学校と松原中学校へ先進地研修

を行い、授業における端末使用に向けた実務研修を行っ

た。 

・竜王町版の「タブレット活用ブック」、「教育の情報化

推進について（計画）」を作成し、各校におけるタブレ

ット端末の活用と今後に向けた推進に取り組めた。コロ

ナ禍の影響もあり、家庭に向けたオンライン活用ができ

た。 

・中学校のチャレンジウィークは、実行委員会を組織し、

多くの事業所や店舗の協力を得て、計画を進めた。体験

自体は、コロナ禍で実施することはできなかったが、町

や商工会、学校運営協議会等と連携を密にし、新しい協

力企業の発掘などに取り組めた。事前事後には、面接練

習やマナー講座、企業を招いての講話などの学習を行い

各生徒が発表活動を行った。 

(4) 人権教育､

道徳教育、

読書活動､

体験活動等

の充実によ

る「豊かな

心」「規範

Ａ ・全小中学校に町費学校図書館司書を配置し、図書館の環

境整備と貸出業務の促進に努めた。また、従来からの地

域のボランティアによる読み聞かせ活動への継続的な協

力は、子どもたちの本に対する興味づけや読書に対する

関心を深めるために寄与した。 

・各園においても毎日の保育の中での絵本の読み聞かせを

継続するとともに、その余韻を大切にさせたり、自分の
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意識」の醸

成 

思いを語らせたりしながら絵本の世界観に親しみが持て

るよう努めた。また、絵本を子どもたちがすぐに手に取

れる身近な場所に置くなど読書環境を整えた。 

・「特別の教科道徳」の時間については、時数を確保し、

授業を行う流れが定着してきた。特に竜王中学校では、

総合教育センターから指導員を迎え、道徳の授業研究を

進め、日ごろの授業改善のために積極的に取り組んだ。 

・毎月11日の町「人権を確かめ合う日」に園では絵本等の

読み聞かせを実施してきた。園児にもわかりやすい内容

の絵本や紙芝居を選び、命の大切さや誰もが大切な存在

であることに気付いたり、嬉しい気持ちや嫌な気持ちを

感じとり、どうすればよいのかなどを考えたりする機会

を大切にしてきた。また、小学校では障害者・LGBTQ・

国際理解などのテーマを決め絵本や写真などを用いて教

師から話をした後、自分たちの生活を振り返るようにし

てきた。中学校では、教師の講話や体験談などを聞き、

生徒自身が人権の意義を訴えたりし、感想を廊下に掲示

したり放送したりして生徒間で思いを共有してきた。 

・小学４年生の総合的な学習の時間では、町社会福祉協議

会との協力を得て、「車椅子体験」を通した充実した福

祉体験学習ができた。 

(5) 各校園の

保健、体育

の取組の充

実による｢健

やかな体」

の育成と｢体

力の向上｣ 

Ａ ・毎日、教職員のみならず児童生徒もマスク着用や体温チ

ェックを行う等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

に向けた取組がしっかりできた。そのおかげで、インフ

ルエンザなど他の感染症や風邪に罹る児童生徒も少なく

新型コロナウイルス感染症以外で学級閉鎖等を行うこと

はなかった。 

・コロナ禍の中、消毒業務等に従事するスクールサポート

スタッフを各校に配置し、教室や配膳台、トイレおよび

手洗い場の衛生が保たれるようにした。 

・フッ素洗口による虫歯０（ゼロ）への取組を継続した。

その成果としては、令和３年度も竜王町児童生徒のう歯

率は県内一の低さであった。 

・各校園で感染症拡大防止のための対策をしっかりとりな

がら、二学期以降は、運動会（体育発表会）、体育祭や 

ジョギングマラソン等の運動に積極的に取り組んだ。 

・幼稚園では、思わず体を動かして遊びたくなるような環

境の工夫をしたり、チャレンジカード等を活用して子ど

もたちが意欲的に取り組めるような活動内容を工夫した

りして、運動能力の向上に向けて取り組んだ。県教育委

員会主催の「幼児の運動能力等調査」にも取り組み、園

児の運動能力の実態把握に努めた。遊びの中で様々な体

の動きを経験できるよう、自分なりの目的をもって楽し

みながら取り組める活動も大切にし、園での活動の様子

や幼児期の体を使って遊ぶ経験の大切さを保護者に知ら

せ、関心をもってもらえるように工夫した。子どもたち

の運動能力には個人差も大きいので、個々に応じた遊び

の工夫や関わり方を探っていくことが必要である。 

(6) 積極的な Ｂ ・各校園において、チーム学校園として、担任だけが問題
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生徒指導の

推進と個に

応じた特別

支援教育の

充実 

を抱えるのではなく、学年・学校集団として迅速に対応

できる組織作りに取り組めた。 

・定期的に行う児童、生徒に対するアンケートや面談で、

子どもの悩みに気付き、素早くチームで対応することが

できた。 

・町独自のいじめ対応支援員の配置により、子どもたちの

姿をより丁寧に見とることができ、未然防止・早期発見

・組織対応へとつなげることができた。 

・各校園ともいじめに対して教職員がアンテナを高く張る

ことで大きな事態となる前に発見・対応ができるように

努めた。 

・生徒指導体制の基本である「報告・連絡・相談」を徹底

し、全教職員が子どもの安心安全を守るための意識を高

く持ち、各校園において未然防止、早期発見、早期対応

を図った。 

・昨年度の不登校児童生徒は小学校で８人、中学校では７

人おり、今後も引き続き家庭や関係機関との連携を深め

ながら解消に向けて取り組むことが重要である。 

・学校と連携して、ＳＣ・ＳＳＷを活用しながら不登校児

童・生徒に対し、継続性のある計画的な取組が展開でき

た。 

・各校園においてＰＴＡや他機関と連携しながら、スマホ

等の問題について議論をすすめるとともに、学年ごとに

スマホ教室等の講座の場を設けるなど継続的な指導に取

り組めた。しかし、竜王町の小中学生はスマホ等への依

存率が全国と比しても高い現状があり、子どもの実態に

合わせたより実効的な講座等を開催していくことが必要

である。 

・小中学校への学習支援員と幼稚園への特別支援教育加配

の配置により、個に応じた支援を行うことができた。 

・特別支援教育コーディネーター研修会、特別支援教育支

援員等研修会において、講師を招聘し指導者としての専

門性を高めた。 

・竜王中学校においては、愛着障害について学ぶため講師

を迎え校内研究会を行った。 

(7) 地域との

連携・協働

により地域

とともに歩

む学校・園

づくり 

Ａ ・「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、町内の各校

園でよりよい学校教育を通じてよりよい社会をつくると

いう理念のもと、取組が進んでいる。 

・竜王小学校では、地域学校協働本部と連携した授業等の

ボランティアや丸付けを行う「はなまる先生」など様々

な支援が実施されており、地域の方の学校支援の輪が拡

がっている。 

・竜王西小学校の学校運営協議会では、「ふるさと学習推

進プロジェクト」が自然や歴史、地理などの部会ごとに

具体的に計画され、実践的な活動が動き出した。 

・竜王中学校では、学校運営協議会による土曜塾への参画

や職業体験における企業との連携等の支援、「早寝早起

き朝ごはん」に呼応した取組が進んだ。 

・各幼稚園の運営協議会では、令和４年度に認定こども園
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に移行することを踏まえ、園児の交流活動や閉園に向け

ての取組を進めることができた。 

・各校園においては、ホームページをさらに充実させ、学

校での日々の様子を広報したり、教育方針や取組につい

て啓発に努めたりして多くの保護者や地域の方に情報を

発信できた。 

・コロナ禍ではあるが、町のホームページや広報を活用し

て、各校園の様子や教育委員会の各種事業等を掲載し、

地域への周知に努めた。 

(8) 家庭との

連携強化に

よる「早寝

早起き朝ご

はん」の推

進とたくま

しく「生き

抜く力」の

育成 

Ａ ・竜王中学校では、「朝食アンケート」を継続的に実施す

るとともに、スマホ等に関する生活チェックを行って 

「早寝早起き朝ごはん」の取組を推進した。自分に足り

ない栄養素に気付けるように結果をポスターにして掲示

した。また、バランスのとれた朝食の紹介をするために

学校運営協議会が壁新聞を製作した。 

・小学校では、学期ごとに１週間ほど「けんこう日記」を

実施し朝食の摂取量や就寝・起床時刻のチェックを行っ

た。また長期休業前には必ず生活指導の文書を配布し、

休業中の生活や学習について保護者との共有を図った。

また、休み明けの７日間は「生活リズム点検表」にて、

生活習慣リズムの形成を図った。 

・幼稚園では「できたかな」の取組により子どもたちの生

活リズムの習慣化を家庭と協力して取り組むことができ

たが、取組については負担に感じる保護者もあり、それ

ぞれの保護者に応じた個別の対応も必要である。「でき

たかな」の取組の意義を保護者に繰り返し伝えるととも

に、負担を軽減し協力が得られるように努めている。 

２ 子どもの健や

かな成長を支え

る子育て支援の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 幼稚園教

育における

指導の充実 

Ａ ・幼稚園教育要領に基づき、発達段階に応じた基本的な生

活習慣を身につけ、遊びや体験を通して生きる力の基礎

を育むために「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の

姿」を意識した教育の推進に努め、幼稚園教育全体の充

実を図った。 

・幼小連携の交流活動については、コロナウイルス感染症

対策を講じながら実施の方法を工夫し可能な限りの交流

活動を行うことができた。 

・各園とも園内研究に取り組み、子どもの育ちと自身の保

育を見つめ直す機会とし、育ってほしい子どもの姿を目

標に掲げ保育に取り組むことができた。竜王幼稚園では

自主公開アピール事業を活用し、更なる研究を深めるこ

とができた 

・参観では、コロナウイルス感染症対策を講じ、実施方法

や内容を工夫して実施した。オリエンテーション等を通

じて園の取組や願いを保護者に伝えたり、保育参加、事

後の懇談会などを行うことで、保護者同士の交流の場に

もなり有意義なものとなった。 

(2) 預かり保

育の実施等

による子育

て支援の充

Ａ ・令和３年度における通年預かり保育の利用人数は、竜王

幼稚園では36人で全体の51％、竜王西幼稚園では31人で

66％であり、一時預かり保育の利用も含めると昨年度と

同様の利用となった。 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 ・保護者の就労による利用が中心であるが、家庭の状況に

応じて有効に活用する保護者もあり、子育て支援の一翼

を担うことができた。 

・各園とも預かり保育担当の教職員を中心に、教職員全員

で協力して進められた。 

(3) 町立幼稚

園の認定こ

ども園への

移行整備 

Ｓ ・認定こども園への移行については、子どもや保護者が安

心して進級・入園できるために、丁寧な説明や準備を進

めてきた。特に竜王西幼稚園の在園児と保護者が安心で

きるよう、園と連携しながら両園交流を実施し、竜王こ

ども園での新しい生活を楽しみにできるための取組を進

めた、回数を重ねるごとに両幼稚園の園児が一緒に活動

することを楽しみにする姿が見られるようになり、その

事が保護者の安心にもつながっていった。 

・認定こども園になることに伴い、保育時間が長くなり、

様々な利用の状況が生じることから、シフト勤務体制や

職員配置、長期休業中等の給食実施、スクールバス運行

等については教育委員会事務局と両園が連携し、体制整

備に努めた。 

・県への認定申請を期限内に提出し、令和４年３月31日付

けで認定を受けることができた。 

３ 安全安心な学

校・園教育の推

進 

(1)教育施設

および教育

環境の計画

的な整備と

充実 

Ａ ・老朽化に伴う各校園施設の破損や故障に対し、できる限

り予算化して早期修繕を行った。 

・竜王中学校教室およびトイレ手摺修繕、竜王小学校会議

室エアコン修繕、竜王西小学校屋外時計撤去等、それぞ

れの施設に必要な修繕や改修を行った。 

・両小学校および中学校については建築基準法において特

殊建築物として位置付けられていることから、令和２年

度に行った点検による指摘箇所に対する修繕工事設計を

業務委託により実施した。 

・令和４年４月の竜王こども園開園に伴い保護者送迎の車

両増加が想定されることから、竜王幼稚園駐車場の安全

対策工事を実施した。 

・GIGAスクール構想により令和２年度に校内ネットワーク

の高速大容量化を行ったが、各学校に引き込んでいるイ

ンターネット回線の容量不足により十分な通信速度が確

保できないことからさらに１回線の増設を行い、ある程

度の容量不足の解消ができた。 

・移転新築により令和７年（2025年）開校を目標としてい

る竜王小学校の建設基本計画について、令和２年度に策

定した竜王小学校整備基本構想を基により精度の高い基

本計画とするため学校建築に関わった経験の豊富なコン

サルタント会社に業務発注するとともに、広く意見を聴

取して策定をするため、校長、学校運営協議会、保護者

地域住民、学識経験者等10人で構成する竜王小学校建設

基本計画策定委員会を設置して検討を行い、できる限り

意見や提案を本計画に反映できた。さらには、竜王小学

校の教職員と竜王小学校学校運営協議会からの意見聴取

、竜王小学校４年生から６年生までの児童へのアンケー

トを行い計画に反映できた。 
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(2)通学路の

安全確保と

生命尊重に

基づく安全

教育、防災

教育の推進 

Ｂ ・令和３年５月に町内で発生した生徒の交通事故を受け、

各校園での交通安全教育の再確認と指導、通学路の再度

のチェック、教職員への啓発を行った。 

・各小学校において、通学班としてまとまって登下校がで

きるよう、安全とまとまりを意識した指導を行った。 

また夏季に熱中症が心配される中で、マスクの着用につ

いても健康面を配慮した指導を行った。各校園への飲料

水の配布や冷凍庫の設置は継続する一方で、保冷剤の使

用や、冷水器の設置等、各校での工夫も引き続き行われ

た。 

・学期ごとに、火災、地震、不審者対応の防災訓練を実施

し、園児・児童・生徒の危険回避力向上と教職員の危機

管理意識と実践力を高めるように取り組んだ。 

・コロナ禍の中で、引き渡し訓練については実施できなか

ったが、可能な方法で各校園において交通安全教室を行

った。 

・スクールガード、子ども110番の家、ＰＴＡによる継続

した取組等により子どもたちの安全確保に努めた。 

・携帯メールでの情報発信システムにより、不審者情報、

交通情報等を速やかに保護者に伝えることで、安全確保

につなげた。 

・おうみ通学路交通アドバイザーやスクールガードの皆様

を中心に、毎日の子どもたちの通学を見守り、また危険

箇所点検にも加わっていただき、通学路の安全確保に努

めた。 

・ＰＴＡ等からの通学路改善要望に対しては、関係各課や

県東近江土木事務所、警察、おうみ通学路交通アドバイ

ザー等と連携する中で年２回の通学路合同点検を実施し

防護柵や車止めの設置、路面標示など対応可能なものか

ら逐次改善を行った。今後も連携しながら可能な対策か

ら改善していくように努める。 

(3) 健全な心

身を育む食

育と安全で

安心な特色

ある学校給

食の推進 

 

Ａ 

・学校給食運営委員会を例年よりも１回多い年４回開催し、

給食事業計画、学校給食事業特別会計等について審議、

助言を仰ぎ、学校給食センターの適切な運営と施設の維

持管理に努めるとともにアレルギー対応調理室の設置に

向けて協議が行えた。 

・学校給食衛生管理基準に基づき、食材検査、施設検査を

実施し、共同調理場の衛生管理を徹底した。 

・大腸菌、ノロウイルスの便中検査を実施し、職員の健康

管理に努めた。 

・給食主任会や献立検討委員会を定期的に開催し、栄養バ

ランスのとれた献立や日常食生活において不足しがちな

食物繊維・カルシウム・鉄分たっぷり献立を実施するな

ど安全・安心で栄養価の高い学校給食づくりに努めた。 

・栄養士の専門的知識を活かし、各校園とも連携しながら

学級活動の食育指導や食に関する授業を計画的に行うと

ともに、地域の郷土料理、行事食も積極的に献立に取り

入れることで、子どもたちの食べ物や食に関する感謝の

心を育むことや、健全な食生活の営み、健康への関心が
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高まった。 

・コロナ禍で創出された事業「湖魚等を活用した学校給食

提供推進事業」を活用、湖魚を給食に提供し地産地消の

取組が推進できた。 

・中学１年生が夏休み期間中に考えた献立を滋賀県学校給

食会主催の学校給食用料理コンクール（食物繊維の豊富

な料理）に応募した。入選には至らなかったが、給食の

献立として実施できれば生徒たちの励みになるとして家

庭科教師と給食センターで独自の竜中特別賞７作品を選

定し、学校給食週間（1/17～28）に採用した。 

・「シトラスリボンプロジェクト」の一環として、シトラ

スリボンの絵柄入りのかまぼこを給食提供する取組がで

きた。（5/13 すまし汁） 

・アレルギー対応調理室の設置について協議を重ね、安全

で安心な代替食が提供できる手法について、専門業者に

よる調査業務を行い実現可能な手法について検討を行っ

た。また、これを基に基本設計、実施設計業務を行うと

ともに令和４年度の夏季休暇中での完成に向けて工事発

注ができた。 

(4) ふれあい

相談発達支

援センター

との連携に

よる相談支

援活動の充実 

Ｂ ・校園や発達支援課と連携し、発達に課題のある子どもの

早期発見など、個に応じた支援を充実できるように努め

た。 

・不登校状態にある児童生徒の自己実現に向けて保護者と

の協力関係を構築し、学校をはじめ関係機関と連携しな

がら、継続的な取組を行った。外国籍児童生徒や要保護

支援の家庭など様々な背景のある子どもが増加していく

中で、県や関係機関などと連携し、さらなる支援に向け

た取組が必要である。 

・発達支援課との協働で高等学校等との連携を強化し、町

内在住生徒の支援を早期に実施することができた。 

４ 子どもの力を

引き出し伸ばす

教職員の実践力

の向上 

(1) 教職員一

人ひとりの

教師力、学

校・園全体

の学校力の

向上 

Ａ ・町独自の若手教員研修制度を導入し、各校園において概

ね３年次までの若手教員や臨時講師、町費講師の授業力

等、指導力の向上に努めた。改善の方向性を本人だけで

なく管理職等とも共有するとともに、互いに授業等を見

合うことで若手同士の連携にもつながった。 

・教員の資質向上、研修機会の連続性や適時性を踏まえ、

町から「学校支援マネージャー（新進教員指導員）」を

学校に派遣し、教職経験の浅い教職員の授業研修を中心

に教師力の向上に努めた。 

・竜王幼稚園と竜王小学校を自主公開アピール事業推進校

として指定し「学校園自主公開アピール事業」に取り組

み、各校園における主体的、組織的な研究体制づくりや

実践研究を支援した。具体的には、各校校内研究のテー

マのもと研究を進め、竜王幼稚園は11月５日に、竜王小

学校では11月12日に事業の成果発表となる公開授業およ

び研究協議会を行った。また、講師を招聘して指導助言

を受けるなどして成果や課題をまとめ、今後の授業に生

かすことができた。 

・町独自の「教育研究奨励事業」では、教職員個々の実践研



16 

 

究を奨励し、その成果を全体研修で共有するなど、教職員

のモチベーションを高めることができた。 

・優秀教職員表彰では、意欲や実践をしっかり検証し、教職

員の地道な教育実践による成果を称えることにより教職

員の意欲の向上に努めることができた。 

・超過勤務等の把握に努め、学校における働き方改革（業務

改善加速事業）を進め、授業研究や子どもと向き合う時間

を確保し、学校力・教師力の向上に努め、ワークライフバ

ランスについての意識の向上を図った。 

・教職員全員研修会は、コロナ禍のため全員が一堂に会す

ることが難しかったが、DVDやZOOMによる研修を行った

り、夏季には講座を４会場に分けて研修会を行うなど工

夫して研修の機会を持つことができた。 

(2) 子どもた

ちの笑顔と

教職員のや

る気につな

がる働き方

改革の推進 

Ｂ ・各校にスクールサポートスタッフを配置し、印刷や点検

活動等の支援を行うことで、教職員の本来業務である教

材研究や児童生徒と向き合う時間の確保に取り組めた。 

・消毒作業等にあたるスクールサポートスタッフの継続配

置により、放課後の時間にゆとりを生むことができ、明

日への授業準備等に充てることができた。 

・部活動指導員の配置により、放課後や週休日の部活動指

導による教職員の負担軽減をめざすとともに、指導者の

専門的な指導から学ぶ機会を得て、教員自身が部活動指

導者としてのスキルアップに役立った。 

・令和４年度は統合的校務支援ソフトの導入が計画されて

おり、より円滑な導入によって働き方改革が推進される

よう、計画的に指導支援を続けていく必要がある。 

５ 心豊かでたく

ましい青少年の

健全育成 

(1) 青少年活

動の支援と

青少年健全

育成の推進 

Ｂ ・町子ども会連合会および町スポーツ少年団活動、本部活

動への適切な指導と助言に努めた。 

・町青年団へは継続的に支援したが、引き続くコロナ禍で

当初予定していた活動ができなくなり、結果として、広

報活動に留まった。また、新規加入団員はなく、組織存

続の危機に直面している状況である。引き続き、団員が

増えるための指導、支援が必要である。 

・町青少年育成町民会議事務局運営を円滑に進めるため、

引き続き町青少年育成推進員を配置して事業展開に努め

た。 

・「少年の主張大会」ではコロナ禍もあって、参加者を発

表者の保護者および学校関係者に限定して開催し、社会

のあり様について子どもたちが抱く貴重な思いを発表す

る有意義な機会となった。また、発表内容は町青少年育

成町民会議の広報を通じて住民に発信できた。 

・登校（園）時、学校園の校門での「あいさつ運動」、町

内巡回パトロールについて計画どおりに取り組めた。 

・町少年補導員会のパトロールを３班体制で実施した。な

お、コロナ感染状況もあって、９月と２月の一部で実施

できなかった。 

・近江八幡竜王少年センター指導員の内、当町推薦の１人

を副所長と位置付ける中で竜王町担当として配置し、巡

回パトロールや相談業務対応をしたが、相談に関しては
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なかった。 

・青少年問題協議会（２月）を開催し、子どもたちとスマ

ホの関わりをテーマに「スマホ依存」の現状について意

見交換と課題の共有ができた。 

・関係機関、学校園と連携し青少年の非行防止に努めた。 

(2) 家庭の教

育力のさら

なる向上を

めざす取組

の充実 

Ａ ・令和３年度も昨年に引き続き「早寝早起き朝ごはん」推

進校事業を受け、生涯学習課を中心に、新たに連携推進

校として２小学校を加え中学校と併せ、町内全３校挙げ

て家庭の教育力向上に向けた「子どもを真ん中に連携を

密にした取組」ができた。 

・保護者および町内全戸を対象としたリーフレット（ジャ

ーナル）３，４号を作成配布、また、各種関係者会議で

も配布する等、「早寝早起き朝ごはん」を始めとする規

則正しい生活習慣の大切さや子育て視点からの家庭教育

の重要性を広く啓発することができた。 

・フォーラム事前調査として７月に実施した小中生へのア

ンケート結果から、当町の子どもたちの「スマホ依存」

の実態が明らかになった。コロナ禍以前の参考値とは言

うものの2018年の全国平均をダブルスコアで上回る危機

的状況とも言える依存度が指摘され、改めて、客観的数

値の裏付けにより注力すべき課題が明確化できた。 

・上述を踏まえ、特に、ジャーナル４号では、当町の子ど

もたちのスマホ等との関わり状況を前述アンケート結果

を基に周知し、保護者を始め地域で子どもたちのスマホ

依存の危機的現状を共有できた。 

・教育フォーラム2021では、兵庫県立大の竹内和雄准教授

を招いたパネルディスカッションで教師、保護者、生徒

がスマホとの関係についてそれぞれの思いを訴え、それ

ぞれの立場での現状について考え方や思いを訴える等、

現状認識の共有が図れた。 

・12月には竜中生を対象に東北大川島教授に指導を依頼し

て、自らの人生を切り開くための学力向上の大切さや、

そのためには、規則正しい生活習慣がその土台となるこ

とについて講演していただいた。結果、生徒の中には 

「学力向上と生活習慣の確立には正の関係があることを

理解」し、自らの日常を顧み見直そうとの感想を持つ生

徒も出てきた。 

・年間を通じた「早寝早起き朝ごはん」啓発推進として、

竜王中学校および両小学校では、学校だよりやチラシを

それぞれの保護者に配布した。また、竜王中学校全生徒

を対象に、毎日の生活習慣を振り返る「生活のあゆみ」

の活用による各自の日常における課題把握や「生活チェ

ックシート」による長期休業明けの生活習慣の状況を踏

まえ、子どもたちの生活改善の取組を実施した。 

・加えて、食育の視点から朝食の充実を図るため、生活記

録ノートには朝活チャレンジ「プラス一品」チェック欄

を設け、保護者の協力を得る中生徒の朝食の充実に取り

組んだ。 

・連携小学校では、啓発資材「早寝早起き朝ごはん」推進
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下敷を作成し、両小学校の全児童に配布し子どもたちが

毎日使用する際目にすることで生活習慣の大切さを日々

確認できるよう努めた。 

・本取組は啓発活動でありその成果が見えにくいが、より

効果を上げるためには、チラシ等の紙媒体や講演等だけ

でなく、「ＳＮＳの活用」や「保護者・教師等の縦の関

係に囚われない様々な角度」から啓発の切り口を検討す

る等、一層の工夫により、多くの人にその主旨が届くよ

う努めることが必要である。 

６ 全ての人が生

き生きと学べる

生涯学習の推進 

(1) 地域学校

協働本部・

公民館と学

校運営協議

会(ｺﾐｭﾆﾃｨ･

ｽｸｰﾙ）の連

携による人

材育成と未

来の学校づ

くり・地域

づくり 

Ａ 

 

・地域学校協働本部として町独自の統括地域学校協働活動

推進員を中心に、地域学校協働活動推進員（５人）が５

校園の学校運営協議会（コミュニティスクール）の委員

に加わることで、協働本部と学校運営協議会の相互連携

を図り、主体的な活動に取り組めるよう努めた。これに

より、竜王西小学校では新たに文化・歴史に触れる地域

学習のためのフィールドワークの実践などができた。 

・学校支援活動については、５校園で31の分野での支援を

行った。竜王小学校で令和２年度から取り組んでいる児

童の宿題の丸付けや音読、九九の聞き取りなどを行う 

「はなまる先生」は、35人の体制で､支援回数は410回、

延べ支援人数は495人であった。 

・広報紙「竜王町地域学校協働本部だより」を年２回新聞

折り込み（別途学校園経由配付有）により発行し、町民

への活動周知とともに活動参加への啓発、ボランティア

の募集を行った。 

・学校支援ボランティア（地域ボランティア）は、これま

での人生で習得した技術や経験を大いに活用することで

「自らの生きがい」につなげることができた。 

一方で、地域ボランティアメンバーの高齢化と固定化が

危惧されている。この課題を解決するためには常に新た

なボランティアの募集を行い人材の発掘を継続していか

なければならない。 

・竜王小学校では、親子で楽しめる活動としてスクール農

園(畑)を活用した農業体験活動に継続して取り組んだ。

授業等で使用しない畑を保護者に開放し、児童とともに

休日に農業体験を通して作物の生育を学習し、収穫した

農産物をイベントで販売した。 

・平成 29 年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正により、学校運営協議会は「学校運営」のみなら

ず「運営への必要な支援」についても協議することとな

ったため、地域学校協働活動と連携・協働して取組を進

めることが必要である。 

・令和３年度実績 

＊支援分野（内容） 

行事（託児、絵本貸し出し、ベルマーク集計、花壇整

備等） 

学習（家庭科、農園指導、はなまる先生、本の読み聞

かせ、七輪体験、郷土学習等) 

＊新規登録ボランティア人数   34人（R2・42人） 
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＊ボランティア支援実人数   128人（R2・127人） 

＊支援回数          632回（R2・598回） 

＊支援延べ人数       1,349人（R2・1,580人） 

(2) 公民館基

本計画を踏

まえた教室､

講座の充実 

Ａ ・公民館利用者や自主文化活動団体等が､公民館（文化協

会共催等）のイベントや、日ごろの練習・創作等に利用

できる施設として活用いただいた。 

・町公民館は、平成23年の公民館リニューアル以降、年間

の来館者目標数を６万人としており、令和３年度は、ワ

クチン接種会場ともなったことから、来館者数は79,171

人となり、前年度比としては95％増加した。 

・「ドラゴンカレッジ」の開講 

 20歳以上を対象としたドラゴンカレッジの充実とともに

自主文化活動団体発足に繋げる取組を行った。令和３年

度は、スケッチ、竹かご、クラフトバンド手芸、筆文字

の４講座を開講した。 

スケッチ講座は、プロの画家の先生に指導いただける

ということもあり、３年間継続される受講生も多く、今

年で３年目を迎えることから、受講生による自主文化活

動団体として独立するための支援を行い、令和４年度か

らは自主活動団体としてスケッチ・サークルが立ち上が

った。 

竹かご講座は､２年目となり､材料となる竹の確保（竹

伐採作業）が大変ではあるが、受講生同士が協力をしな

がら行った。令和４年度で３年目を迎えるため、自主文

化活動団体としての支援を行っていく。 

今年新たに開講をしたクラフトバンド手芸講座は、商

工会女性部から発足した自主活動団体「ミリューの会」

の支援により、丁寧な指導ができた。 

また、筆文字講座についても、令和２年度の公民館フ

ェスタにて体験教室を実施したところ大変好評であった

ため、新規に開講した。 

・新規開講講座の開拓 

令和３年度でスケッチ講座が３年を終えるため、令和４

年度の新講座開講を見据え、近年若者に人気の「まくらめ

編み」を、公民館フェスタ～竜王のおひなさん～開催期間

内に体験教室として実施し、参加者のニーズ調査を行っ

た。 

まくらめ編み体験教室   ９人（10人定員） 

令和３年度実績 

＊ドラゴンカレッジ    （54人） 

スケッチ講座      13人 

竹かご講座       14人 

筆文字講座       20人 

クラフトバンド手芸講座 ７人 

・「青年学級」の開講 

地域に根ざす若者を育てる取組を行った。令和３年度も

演劇、人形劇を開講した。 

令和３年度実績 

＊青年学級      16人 
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   演劇コース    ８人 

   人形劇コース   ８人 

 コロナ禍で各種大会等が中止となり、今まで出場に向け

て練習に励んできた学級員のモチベーションが低下して

きている。舞台発表等は実施できなかったが、両コース

ともに過去の発表映像をＤＶＤに編集し後進に伝える活

動を実施した。 

・「漢字能力検定」の実施 

 住民の生涯学習の機会の拡充、子どもたちの学力向上と

客観的評価による向学心の維持および高揚をめざして実

施した。 

令和３年度実績 

＊漢字能力検定試験  ３回開催 延べ123人 

・「竜王キッズクラブ」の開講 

 町内小学校児童が、様々な体験や学びを通じて、異年齢

（異学年）および地域の人々との交流を深めることによ

り、仲間づくりと技能向上、何事にも挑戦する勇気を育

むことを目的に開講した。令和３年度はクッキング、サ

イエンス、書道、チャレンジ、ユースブラス（吹奏楽）

の５クラブを開講した。 

令和３年度実績 

＊竜王キッズクラブ   （89人） 

クッキングクラブ   15人 

サイエンスクラブ   17人 

書道クラブ      21人 

チャレンジクラブ   21人 

ユースブラス     15人 

・「キッズスクール」の開講 

 小学校の長期休業期間（夏休み）に小学校児童を対象に

多種多様な教室を開くことで、一人ひとりの趣味や特技

を伸ばし、可能性を広げるため開講している。新型コロ

ナウイルス感染症対策により、例年実施していた自主学

習室を取りやめ、体験教室のみを開講し、各教室の定員

を20人にする等の感染対策を講じながら開講した。体験

教室のマンネリ化を防ぐため、「ヘアアレンジ教室」や

「弓道」、「バルーンアート」など初めての教室を盛り

込み、キッズスクール開催中は子どもたちに大変喜んで

もらえた。 

令和３年度実績 

＊キッズスクール 

   夏休み  10日間（延べ人数）  334人 

(3) 第２期公

民館基本計

画策定に向

けた取組 

Ｄ ・竜王町公民館基本計画は平成22年に公民館コンバージョ

ン事業にあわせて策定されており、10年を超過したこと

から第２期計画を策定することとしていた。 

・第１期計画の成果と課題を整理検証し、関係団体等への

利用者アンケートを実施のうえ、基礎資料を作成し、計

画の更新を図ることとしていたが、年度当初より組織体

制に変調が生じ、全体業務の調整上、見送ることとなった。 

・第２期公民館基本計画は、今後10年の公民館の在り方や
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教室を含めた公民館事業の方向性を示している。特に、

町が進める中心核整備事業での交流文教ゾーンにおいて

令和８年度にコミュニティセンターが整備予定となって

おり、町公民館の存続を含めた大きな議論が必要となっ

ている。公民館利用者の他、町民全体のニーズをアンケ

ート等により把握し、利用者や関係団体の他、町民、有

識者等で構成する策定委員会等を設置し、十分に情報共

有と意見交換を重ね策定する必要がある。 

・予算措置の検討も含め、令和４年度から５年度にかけて

実施する方向であり、第１期計画の成果と課題を整理す

ることとしている。 

(4) 第２期図

書館基本計

画、第３次

子ども読書

活動推進計

画に基づく

図書館の充

実 

Ａ ・令和３年度の個人貸出冊数は118,448冊、住民(令和３年

度末人口11,635人)１人当たりの貸出冊数は10.2冊とな

り、貸出冊数は、前年度比102.6％となった。 

   貸出総数   個人   118,448冊 

          団体    4,621冊 

          （うち学校  2660冊） 

          他図書館へ  321冊 

   １人当たりの貸出冊数 

全国１位：東京都 7.77冊 

２位：滋賀県 7.76冊 

   竜王町10.20冊      

・展示コーナーを、作品発表や啓発の場として15回活用し

た。職員による図書のテーマ展示を、玄関ホールをはじ

め館内の各所で随時実施し、個々の展示については、図

書館所蔵の資料をはじめ町や各種団体と情報連携し活動

成果の展示を行うとともに取組の啓発パンフレット、ポ

スターを並べることで、来館者の関心を惹くよう発信の

工夫をした。作品展示は、図書館ホームページや「とし

ょかんだより」の他、各報道機関を通じて積極的に周知

した。結果、新聞に記事として取り上げてもらうことが

でき、普段、図書館に来館・利用されない方の来館への

きっかけの一つとすることができた。 

・利用者からの資料相談やレファレンスに対応し、必要な

資料について提供できた。 

・図書館ホームページにて、事業の案内や新着図書等の情

報を発信するとともに、「としょかんだより」を月１回

発行した。 

・学校児童向けの「としょかんだより」、またティーンズ

（中・高校生向け）向けの｢つれづれ通信｣を発行し、児

童、生徒に図書館利用を呼びかけた。 

・子育て中の保護者をサポートするため、保護者自身が自

分の時間が持てることでリフレッシュでき、子どものた

めの絵本等をじっくり探す時間が持てるよう、「来館時

託児サービス」を実施した（第２・４金曜日）。22回実

施し、のべ15組の利用があった。コロナの影響もあり、

利用のない日もあったが利用者からは好評であった。 

・乳幼児を持つ保護者の絵本選びのサポートの一つとして

テーマに沿う絵本を３冊ずつまとめた「あかちゃん絵本
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セット」を作り、貸し出しを行った。「子どもに何を読

んでいいのかわからない」という保護者や、コロナ禍に

あって短時間で本選びができることもあり、利用された

方からは好評であった。 

・中学生の居場所事業として視聴覚室を開放し「ふらっと

スペースYoruca?」を実施した（月１回）。 

・来館者が調べものや検索に利用できるよう、また、居場

所事業等の利用促進のため、館内にフリーWi-Fiを設置

した。 

・「第３次竜王町子ども読書活動推進計画」に基づき、 

各校園への出前貸出を実施した。 

   竜王幼稚園：のべ130人貸出、130冊（年３回） 

   竜王小学校：のべ510人貸出、861冊（年10回） 

   竜王西小学校：のべ482人貸出、683冊（年11回） 

   竜王西幼稚園：出前依頼なし 

  竜王中学校については、１回実施した。本を見にくる

生徒はいたものの貸出利用はなかった。 

また、幼稚園、保育園への出前おはなし会の他、随時、

来館・出前おはなし会を実施した。 

   竜王幼稚園：年間７回 

   ひまわり保育園・コスモス保育園：毎月１回ずつ 

   随時来館・出前おはなし会：６回 

・学校図書館司書と随時情報交換を行い、学習に必要な資

料を手配し提供するなど、学校や学校図書館との連携を

図り、子どもたちの「読書の日常化」に努めた。 

・令和２年度コロナ感染で開催できなかった「おはなし会」、

「おひざでだっこのおはなし会」を通年実施することが

できた。 

・「ブックスタート事業」の継続実施に努めた（絵本引き

換え者52人）。 

・令和３年10月に、開館（平成12年３月）以来の個人貸出

冊数が300万冊に達し、記念のセレモニーを行った。 

(5) 第３期図

書館基本計

画策定に向

けた取組 

Ｂ ・令和４年度から10年間にわたる「第３期竜王町立図書館

基本計画」を策定した。 

  策定までの経過 

令和２年７月17日 図書館協議会に諮問  

２年間で５回の会議を開催 

令和３年12月１日 答申 

令和４年３月23日 策定 

・この計画策定により、図書館に求められる活動やサービ

ス等について、これからの10年先を見据えた、あるべき

姿や方向性を明確にした。 

(6) 社会教育

関係団体活

動支援およ

び地域づく

り人材の育

成と指導者

の養成 

Ａ ・町青年団活動拠点が勤労福祉会館での仮住まいの状況下

竜王西幼稚園の跡利用で絵本室を団事務所として利用で

きるよう関係課との折衝に努めたが、開発許可申請の課

題により継続審議となった。今後の審議でも、絵本室を

活動拠点とする方向性を堅持した上でこれの実現をめざ

す。 

・上述結果を踏まえ、商工観光課と調整した結果、年度初
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めから約１か月間の間隔を置き、引き続き、２年間を上

限に勤労福祉会館を借用することとなった。 

・社会教育関係団体活動への支援として13団体に補助金を

交付した。交付団体の内、1団体はコロナ禍もあり活動

予定の一部しか事業実施がされず、不要となった補助金

について返還された。引き続くコロナ禍を踏まえ、各団

体には活動の工夫が一層求められることから支援やアド

バイスを継続していく必要がある。 

・町域４団体の会費徴収を自治会に経由しない方向で各団

体事務局および本部役員と協議を重ね、令和４年度から

自治会を通じて依頼しないことで確認した。なお、これ

と併せ、団体の事務事業の見直しにも着手し、今回の対

応による会費減を踏まえた補助額の上積みをした。今後

も、事業のあり方や補助額の精査を継続し、より適切な

町の支援や団体活動のあり方をめざす必要がある。 

・ドラゴンカレッジは、１講座３年をめどに開講し、自主

文化活動団体として独り立ちができるように支援を行っ

た。 

・公民館に社会教育主事の資格を有した職員を配置し、町

内に不足している野外活動指導員の育成と活躍場所の提

供を確保することにより、キッズクラブをはじめ、各種

講座等の充実･発展を図る必要がある。 

７ 次代への継承

をめざす文化財

保護の充実 

(1) 文化芸術

活動の奨励

と振興およ

び第40回記

念町文化祭

開催 

Ａ ・令和３年度は第40回記念竜王町文化祭を開催する年であ

ったが、新型コロナウイルス感染症の拡大を危惧し、延

期した。しかし、自主文化活動団体は文化祭に向けての

作品制作を始められていることから、発表の機会を確保

するため、10月30日～11月30日までの１か月間、「竜王

アートギャラリー」と題して、作品展示ができる機会を

設けた。作品出展者は､自主文化活動団体のみに留めず､

一般町民等にも募集を行い、公民館、図書館、総合庁舎

の３か所において、展示を行うとともに、期間中は、様

々な体験教室を開催した。また、文化活動は作品展示の

みでなく、舞台発表も含まれるため、日々練習をされて

いる発表の機会が軒並み中止となる中、少しでも活動を

知ってもらうため、舞台発表団体については、練習風景

等を撮影し、団体紹介動画を制作、期間中交竜フロアに

て放映を行った。 

・町内保育園・幼稚園・小学校・中学校の子どもたちの作

品を一堂に展示する「竜王ジュニアアートギャラリー」

については、交竜フロアと玄関ロビーにて、12月４日～

28日まで、成長過程にある無限の可能性を秘めた子ども

たちの創作意欲の高揚と、同世代をはじめ、その保護者

や家族、広く町民の鑑賞文化の向上に寄与した。展示期

間が冬休み期間中となったことから、多くの方が来館さ

れた。 

 令和３年度実績 

 ＊第 40回記念竜王町文化祭 令和５年度に延期 

 ＊竜王アートギャラリー（10/30～11/30） 

   出展団体数 15 団体（自主文化活動団体） 
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         21 人 （一般町民出展） 

 ＊竜王ジュニアアートギャラリー（12/4～12/28） 

   保育園・幼稚園は５歳児の全作品 

   小学校・中学校は書道と絵画を各クラス２点ずつ 

・文化協会と共催で、２月５日から３月31日まで第５回公

民館フェスタ～竜王のおひなさん～を開催した。町内外

から寄贈いただいた江戸から平成までの豪華なひな壇飾

りや神殿飾り、内裏雛等を多数展示するとともに、つる

し飾りサークルが制作された多数のつるし雛を天井から

吊るして華やかに装飾した。また、文化協会役員による

雛人形を利用した創作展示として川守の龍王寺に伝わる

「梵鐘に残る美女と大蛇の伝説」を交竜フロアの展示ケ

ースに展示した｡期間中には､おり紙やちぎり絵、フラワ

ーアレンジメント等の様々な体験教室を開催するととも

に、自主文化活動団体によるひなまつりや春をテーマと

した作品を展示し、館内を賑やかに彩ることができた。

３月５日の舞台発表は、新型コロナウイルス感染症の影

響により中止となった。 

・報道機関に情報発信したことで新聞等に取り上げられ､

町内外から多くの来館者があり、華やかな展示を鑑賞い

ただくことができた。 

令和３年度実績 

 ＊公民館フェスタ 

のべ来場者数   1,100人 

ひな段飾り    12セット 

   神殿飾り     ４セット 

   内裏雛      ７セット 

   出展団体数    20団体 

   ※出展団体数は、自主文化活動団体の他、竜王町文

化協会、公民館講座（スケッチ、筆文字、クラフ

トバンド手芸）、竜王幼稚園、竜王西幼稚園を含

む。 

・交竜フロア展示ケースを年間を通して、月替わりで多種

多様な文化芸術作品や竜王町の文化財の展示を行い、町

民の文化芸術と文化財への関心を高め、知識・教養の向

上に努めた。 

 ４～５月 竜王の五月人形展 

 ６月   竜王の文化財展Ⅰ～竜王の新指定文化財～ 

 ７月   能面展（湖面会） 

 ８月   クラフトバンド手芸（ミリューの会） 

 ９月   福山敬之スケッチ展（福山敬之氏 東近江） 

 10月    故甲津俊子押絵展（故甲津俊子氏 川上） 

 11月   やまびこ展（やまびこ作業所＆こるり村） 

 12月   竜王の文化財展Ⅱ～中世の竜王町のむら～ 

 １月   シャドウボックス展（長岡道子氏 東近江） 

 ２～３月 雛人形展示と文化協会創作作品 

・公民館ホームページや玄関ロビーのディスプレイを活用

し、公民館事業やイベント情報を定期的に発信すること

により町民や来館者へ情報提供ができた。 
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(2) 文化財保

存活動の推

進 

Ａ ・国指定文化財（建造物３、美術工芸１）の防火施設維持

管理、小規模修理にかかる費用の一部を助成した。 

  対象：鏡神社・勝手神社・苗村神社・浄満寺 

・昨年度に引き続き、山之上長刀祭保存会への活動の一部

にかかる補助金を予定していたが、コロナ禍で神事のみ

の催行となり補助金申請を見送られたため補助対応はし

なかった。 

・国史跡：雪野山古墳、県史跡：オウゴ古墳・雨宮古墳、

国重文 宝匡印塔、燈篭を包蔵する西光寺跡遺跡の除草

を始めとした環境整備を行った。 

・町内を３区分し、文化財巡視員による月１回のパトロー

ルによって町内指定文化財の保存状況の把握に努めた。 

・１月26日文化財防火デーを基準日として近江八幡消防署

と連携し町内５社寺の防火施設の点検を実施するととも

に防火啓発ポスターも５社寺に配布し、防火意識の高揚

に努めた。 

・町土の開発等に伴う文化財保護法および開発にかかる指

導要綱に基づく埋蔵文化財試掘調査を行った。 

   （13：試掘９件、立会４件） 

・中心核整備課との緊密な連携により竜王小学校移転建設

予定地の埋蔵文化財試掘については２段階に分けて対応

する等の工夫を凝らし、柔軟に対応することで円滑に進

めることができた。 

・「山之上ケンケト祭り」で使用される太鼓の修理と薙刀

新調について、国のコロナ対応緊急補助事業に申請した

結果、太鼓の修理および薙刀40本新調にかかる費用全額

が補助される見通しとなった。これにより、保存会や祭

礼参加者の個人負担の大幅な軽減に繋がった。 

・「山之上ケンケト祭り」は、わが国が世界に誇る貴重な

民俗芸能として、次代への継承に向け、活動母体である

保存会への指導助言等の支援とともに、ユネスコの世界

文化遺産登録に向け、県内関係３市町の文化行政および

各保存会と連携し積極的に活動を展開した。その結果、

令和４年11月には登録される見込みである。 

(3) 地域の歴

史に親しむ

機会の提供 

Ａ ・りゅうおう歴史文化講座を２回シリーズで開講した。コ

ロナ対策のため会場を町公民館ホールに移した上で、定

員の1/3以下の100人として実施し、チラシ配布も町内お

よび県内に限定した。また、手指消毒・換気・検温を徹

底して行った。 

・テーマは町内に残る文書等をテーマに２回開催。それぞ

れ、68人（町内51、県内16、県外1）67人（町内49、県

内17、県外1）の参加者を得た。 

  第1回「中世の竜王町のむら＝左右神社文書・八幡神社文書から＝」 

  第2回「竜王町の江戸時代＝川守記録書から読み解く＝」 

・参加者へのアンケートでは76％が「良かった」と回答。

また、町内参加率も74％と、前年比13％増だった。 

・児童生徒への啓発活動の展開。 

  夏休み歴史体験学習：弓づくり、勾玉づくり 

  地域未来創造学習：雪野山古墳、天神山古墳の現地見学 
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・住民が当町の歴史文化に触れる機会を創出した。 

  展示会の開催（６,12月 公民館、11月 図書館） 

   ６月：戦国を乗り越えた竜王の宝 須恵八幡神社棟札 

    11月：竜王町の江戸時代＝川守記録書から読み解く＝ 

   12月：中世の竜王町のむら＝左右神社文書・八幡神社文書から＝ 

(4) 町文化財

指定に向け

た取組 

Ａ ・令和２年から２年越しの課題であった中津井文書の町指

定文化財（美術工芸中、古文書）の指定に向け、以下に

より、対応した結果、文書関係５自治会長等の快諾を得

る中、令和４年２月22日付けで教育委員会告示を行い町

指定文化財に指定できた。 

  11月：中津井文書所有５自治会長への説明会の開催 

      （川上・川守・綾戸・駕輿丁・弓削） 

  １月：関係５自治会長を訪問し、指定同意書および 

指定申請書への署名と押印をいただく。 

  ２月：文化財保護審議会に関係５自治会長の同意書等

に署名・押印を得たことを報告し、指定候補と

して承認される。 

     定例教育委員会に指定を付議、可決される。 

     文化財保護条例第６条により教育委員会告示。 

     町指定（有形文化財）に指定。 

・上記指定に際し、３新聞社に特集記事を掲載してもらっ

たことで広く町民に当該文書の魅力および価値について

情報発信でき、普及啓発ができた。 

８ 明るく住みよ

いまちづくりを

めざす人権教育

の推進 

(1) 人権尊重

のまちづく

りの推進 

Ｂ ・「しあわせはみんなの願い」を全戸配布し、人権尊重の

大切さについて啓発に努めた。また、コロナ禍が収まら

ない中、いわれなき誹謗中傷が発生しないようコロナ禍

における人権尊重に留意した普及啓発を行った。 

・人権教育啓発基本方針改定後、１年目として新方針が示

す方向性やその内容について、研修機会等を通じて周知

に努める予定であったが、十分な対応ができなかった。 

・人権教育主管として、また、人権教育推進協議会事務局

として、未来創造課（人権行政）・商工観光課（企業内

人権）と連携を密に、町民・企業・行政（含：教員）を

対象に広く学習機会を提供した。 

(2) 各校園､

地域、行政

の緊密な連

携による人

権教育の推

進 

Ｂ ・各区人権教育推進員、社会教育推進員、啓発推進員（町

職員）を対象とした合同研修会は、「密」を避けるため

２日間にわたって２分割で８月に開催した。研修会では

コロナ禍における地区別懇談会の開催についての基本的

な考え方を示した上で、可能な限りで開催していただく

ことを依頼した。 

（参加者数125人：参考Ｒ２ 124人  Ｒ１ 115人） 

・町民にとって最も身近な研修機会である地区別懇談会実

施状況は､コロナ禍が続き実施の判断を自治会に委ねた｡

結果は、激減した前年度から４地区増え10地区で開催さ

れた。参加総数187人。 

・地区懇未実施の自治会の内、啓発チラシの配布、人権に

関するアンケート等の何らかの人権啓発に自主的に取り

組んだ自治会は９地区と、前年度の２地区から７地区増

加した。 
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・団体でも予定する事業等の中止が相次ぐ中、９団体（15

6人）が研修会を開催した。（前年７団体118人） 

・男女共同参画集会の単独開催は１地区のみとなり、前年

度の３地区に及ばなかった。これに地区懇と合同開催の

地区を加えても３地区に留まった。（79人） 

・人権啓発のリーダーとなる職員や人推協役員等に声がけ

し、オンラインによる人権研修機会の提供を行った。 

・人推協学校園部会では、機関誌「こころ」の中で、学校

現場における人権教育の現状の周知に努めた。また、教

職員を対象にした人権学習を開催し、学校での人権感覚

あふれる環境づくりに努めた。 

(3) 人権意識

の高揚に向

けた効果的

な取組の推

進 

Ａ ・「じんけんを考えるみんなのつどい」はコロナ対策を万

全に講じた上で１月22日に２年振りに開催した。100人

を受け入れ上限に「子どもの人権・受刑者の人権」をテ

ーマにしたつどいには、関係者も含め138人が参加し 

た。非常に内容の濃い充実した研修機会となり、より多

くの方の参加があればと、コロナ禍が終息しない状況が

残念であった。 

・実行委員会の開催は３回を数え、つどい開催の意義、人

権研修会、つどい当日の打合せと、計画的に進めること

ができた。 

・「人権啓発セミナー」は10・11月に５回開催した。 

 各回定員を上限50人とし、感染症対策に万全を期して開

催し、研修・啓発機会の提供と内容の充実に留意し、延

べ251人の受講者を得た。（前年度延参加者数 221人） 

  第１回 部落問題 

  第２回 多様な性と人権 

  第３回 子どもの人権 

  第４回 患者の人権 

第５回 障がい者の人権 

・近年のセミナーのテーマと重複しないよう、テーマ設定

に留意した。また、新基本方針で加えた新たな人権課題

「性の多様性と人権」をテーマに取り入れた。 

・受講者のニーズや町が重視する人権課題に応えるべく講

師の発掘に努めた。 

・コロナ禍を踏まえ、昨年に続いて現地研修は行わず、研

修会で対応した。しかし、現地に赴くからこそ得られる

学びの重要性に鑑み、当面、現地研修は見合すこととす

るものの、今後の（現地研修）再開を見据えつつ、コロ

ナ禍の動向を注視することと併せ、再開することでの参

加者数や経費等の費用対効果も比較考量し判断したい。 

・セミナーに参加できなかった人のために希望者を募り、

講演録画視聴会での対応をした。 

 ＊全５回中２回分で３人が視聴した。 

９ 「観る!する!

楽しむ！」豊か

なスポーツライ

フの推進 

 

(1) 町民の健

康体力向上

に向けたス

ポーツ活動

の展開 

Ｂ ・町民の生活の中での「スポーツの日常化」を支援する環

境づくりとして、学校体育施設と社会体育施設（武道交

流会館）を一般開放した。 

 なお、コロナ感染対策として一時期、開放を停止した。 

  学校体育施設：延 27,043人（前年度 21,704人） 
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  社会体育施設：延  3,848人（ 〃   2,976人） 

     合 計：延 30,891人（ 〃  24,680人） 

・町スポーツ協会との連携により開催してきた総合体育大

会および元旦マラソンはコロナ禍により中止した。 

・スポーツの日常化をめざすために、町民へのイベント等

の情報収集と発信をタイムリーに発信できるようにする

ことが課題である。 

(2) 健康増進

に向けた運

動習慣の定

着化への取

組 

Ｂ 

 

・身近にできる運動で健康体力づくりを進めるウォーキン

グの普及のため、スポーツ推進委員会と共にウォーキン

グ事業“レッツ・エンジョイ・ウォーキング”を実施し

た。 

  第１回 ６月 町内     参加者21人 スタッフ９人 

  第２回 11月 希望が丘文化公園  〃20人 〃10人 

  第３回 ３月 安土町       〃14人 〃７人 

 新規参加者はあったものの参加者の大きな増加には繋が

らなかった。人生100年時代を迎え、健康寿命の延伸に

は大切な取組であり、第２期スポーツ推進計画を踏まえ

る中で、工夫を加えての一層の工夫した取組が必要であ

る。 

・ラジオ体操の普及については、小学校の夏季休業期間中

にカードを希望する地区に配布をしたのみで、出前指導

も含め、積極的な取組には至らなかった。 

(3) 滋賀国民

スポーツ大

会への対応

およびスポ

ーツクライ

ミングの施

設整備と普

及啓発 

Ｂ ・2025 滋賀国スポでのスポーツクライミング開催地とし

て、地元選出のアスリート育成のため、ターゲットエイ

ジ（小５～中２）を対象に「竜王町スポーツクライミン

グ特定強化選手練習会」を実施した。 

   強化選手認定者数 ８人 

（中２：２人、中１：３人、小６：４人） 

   計画回数 45回  実施回数 29回 

   （コロナ感染拡大に伴う中止16回） 

・上記練習会の会場が栗東市にあり、家族の送迎にかかる

負担が大きく欠席する選手もあった。また、コロナ禍に

より１～３月の練習会を中止した。これらの要因から練

習不足は否めず、選手の技量が伸び悩んでいる現状であ

り、町内でのボルダリング競技施設の供用が待たれる。 

・滋賀国スポに向け「ボルダリングの町 竜王町」をＰＲ

すべく広報大使としてアンバサダーを任命しており、令

和３年度は新たに４人を任命し、全14人体制で取り組ん

だ。 

 （14人中、更新10人、新規４人：男６人、女７人、その

他１人） 

また、アンバサダー活動としては以下のとおり。 

① 町広報で表紙と特集記事による発信 

② 小学生ボルダリング教室支援 

③ 体験会への参加 

・アンバサダーの取組と併せ、各種体験会等による情報発

信にも取り組んでいるが、参加者が伸びていない。現在

のアンバサダー活動が普及啓発に繋がっているのか、ま

た、ＳＮＳ等での情報発信も期待しているが、アンバサ
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ダーの活動がどのような状況になっているのかを把握す

る手立てを講じる必要がある。 

・建設計画課との連携により、総合運動公園内に県大会レ

ベルの開催が可能な規模のボルダリング施設の整備に着

手し建屋が完成した。今後、建屋内にウォールを設置す

る予定であり、令和４年秋の完成をめざす。 

・施設完成後の活用について、指導者の確保や選手育成の

あり方、また、町のシンボルスポーツとして一層の普及

啓発など、関係機関や団体との連携を一層図り、しっか

りと進める必要がある。 

(4) 東京2020

オリンピッ

ク聖火リレ

ー（竜王町

聖火リレー)

への参画 

Ｓ ・聖火リレーの成功に向け、関係団体および機関との連絡

調整会議を行う中、準備も滞りなく進められリレー当日

を迎えることができた。 

・５月27日降雨の中ではあったが、関係機関および関係者

等116人のボランティアの協力を得る中、近江八幡市か

ら受けた聖火を予定のコースを時刻どおりに繋ぎ､無事､

湖南市へと引き継ぐことができた。 

・コロナ禍であり、また、降雨の中での開催であったため

沿道での観覧が難しい状況であったが、竜王幼稚園児は

園舎から、竜王小学校・竜王西小学校児童、竜王中学校

生徒は、ＮＨＫの動画配信を各教室のテレビで視聴する

など、子どもたちの記憶に残るものとなった。 

 竜王幼稚園  園舎からの観覧 43人 

 竜王小学校  動画配信による観覧 全校児童 

 竜王西小学校 動画配信による観覧 全校児童 

 竜王中学校  動画配信による観覧 全校生徒 

・当町の聖火リレーの模様は、マスコミにも取り上げられ

当町のＰＲにも繋がった。また、町内からのリレー参加

者２人からも、「大会を楽しみ、みんなと心を一つにコ

ロナを乗り越え、みんなが笑顔になれるようにという願

いで走りました。」との感想をいただき、大きな満足感

を得ていただけた。 

(5) 第２期竜

王町スポー

ツ推進計画

策定に向け

た取組 

Ｂ ・令和４年度を始期とする｢第２期竜王町スポーツ推進計

画｣を以下の経過を経て策定できた。これにより、向こ

う10年間における当町のスポーツ振興の方向性が明確と

なった。課題は、この計画を踏まえしっかりと進捗管理

した上での実践が重要であり、策定が取組のスタートラ

インであるとの認識を持ち続けることが重要である。 

  12～１月 無作為抽出の16歳以上の男女2,000人を対象 

           スポーツに関する意識調査を実施 

        回収標本 891件 回収率 44.5％ 

   12～３月 検討委員の委嘱 委員９人 アドバイザー２人 

          検討委員会４回実施 

  ３月 社会教育委員の会議での意見聴取 

     議会に検討状況について中間報告 

     定例教育委員会での意見聴取と議決 

・策定に向けた取組の開始時期が遅延し、議論を深める時

間確保のスケジュールがタイトだったことは反省点であ

る。 
 



 

令和 ４ 年度 
 

 

 

 

 

 

 

竜王町事務点検評価に係る 
二次評価 
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二次評価 

 

教育委員会の活動 

評価 項 目 点検・評価（記述） 

Ａ 
１ 教育委員会の会議 ・会議の回数、工夫等、適切と考える。 

・資料の事前配布により会議運営が円滑にできている

ことは評価できる。 

Ｂ 
２ 教育委員会の会議の公開､保護

者や地域住民への情報発信 

 

・公開、広聴については、会議の開催日、場所を掲載

し、開かれた委員会づくりに努められたことは評価

できる 

・町のホームページを活用し開催日等を広く周知して

はいるが、年間を通して傍聴に来てもらえるように

教育委員会関係者等への案内や周知等情報発信につ

いては検討されたい。 

Ａ 
３ 教育委員会と事務局との連携 ・意見なし 

 

Ａ 
４ 教育委員会と首長との連携 

 

・年３回の総合教育会議により、適切に事業実施され 

 たと考える。 

・年間を通じて統一したテーマ設定とし、会議の継続

性・発展性をより充実されたことは評価できる。 

Ａ 
５ 教育委員の自己研修 ・適切で評価できると考える。 

・ZOOM会議での参加も活用し、積極的に情報収集、国

や県の動向を教育行政に反映するよう努められたこ

とは評価できる。 

Ａ 
６ 学校および教育施設に対する

支援・条件整備 

・適切で評価できる。 

・学期ごとに学校訪問を計画され、各校園の園児・児 

童・生徒の状況把握に努め、テーマを設定し指導助 

言をされたことは評価できる。 

・所管施設の訪問で、給食センターについては、学校 

給食運営委員会に教育委員が出席されていことは評 

価できる。 

 

 

 

 

令和４年度 令和３年度事業にかかる竜王町教育委員会事務点検および評価シート 

 Ｓ：的確な事業実施がなされ、非常に大きな成果があがっているもの 

 Ａ：適切な事業実施がなされ、十分な成果があがっているもの 

 Ｂ：成果としては良好なものが得られているが、更なる充実が望まれるもの 

 Ｃ：一定の成果をあげているものの、課題もあり検討を加え努力すべきもの 

 Ｄ：成果が乏しく抜本的な見直しとともに、改善が必要なもの 



31 

 

教育委員会が管理・執行する事務 

評価 項 目 点検・評価（記述） 

Ａ 
１ 教育行政の運営に関する基本

方針を定めること。（教育大綱を

定めること。） 

・教育大綱に代わるものとして、教育行政基本方針を 

充てることを総合教育会議で確認され、写真や模式 

図を活用するなど、見やすい方針となるように策定 

された。またPDCAサイクルにより、評価・改善・実 

施の繰り返しにより一層の充実に努めたことは評価 

できる。 

Ａ 
２ 教育委員会規則および規程を

制定し、または改廃すること。 

・認定こども園の開園や押印の特例に伴う例規諸整備

のため例年より多くの案件が適正に処理できたこと

は評価できる。 

Ａ 
３ 教育予算その他議会の議決を

経るべき議案の原案を決定する

こと。 

・意見なし 

Ａ 
４ 教育委員会の所管に属する学

校その他の教育機関を設置し、ま

たは廃止すること。 

・意見なし 

Ｂ 
５ 事務局および教育機関の長の

任免その他に関すること。 

（県費職員は除く） 

・意見なし 

Ｂ 
６ 県費負担に係る校長の任免･内

申（教育長専決事項） 

・意見なし 

Ａ 
７ 県費教職員の人事の内申に関

すること。 

（教育長専決事項） 

・意見なし 

Ｂ 
８ 教委所管の各種委員会の委員

の任免・委嘱 

・意見なし 

Ａ 
９ 教科用図書の採択の決定に関

すること。 

・令和４年度から使用の中学校社会科教科用図書、小

中学校特別支援学級教科用図書の採択にあたり、県

第３地区の教科用図書選定審議会により適正に調査

研究された資料を基に、町教育委員会においても採

択されたことは評価できる。 

 １０ 通学区域を設定、または解除

すること。 

 

 １１ 請願、陳情、異議申し立てに

関すること。 
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教育委員会が管理執行を教育長に委任する事務 

（教育行政基本方針の重点目標、重点施策に基づく事務） 

評価 項 目 小項目 点検・評価（記述） 

Ａ 

 

１ たくましく

生き抜く力を

育む学校教育

の推進 

(1) 

｢確かな学力｣を

育むための授業

改善の推進 

・完全35人以下学級や少人数指導の実施により、きめ

細やかな指導が実践されていることは評価できる。 

・「学習状況調査」「標準学力調査」基礎基本の定着

に努めている成果が着実に表れていることは評価で

きる。 

・徹底反復指導の成果が目に見えて出ていることは評

価できる。 

・運筆指導はとても大事な実践で、継続的に取り組ま

れることを期待する。 

・中学校の「立腰」の実践は、その効果が一朝一夕で

現れてくるものではないので、今後も学校・家庭が

連携して継続的に取り組み、成果が現れることを期

待する。 

(2) 

就学前から中学

までの一貫した

英語教育の充実 

・小学校６年GTECトータルスコアが昨年度と比べて上

昇したことは評価できる。 

・「竜王町イングリッシュキャンプ2021」に参加した

児童からの満足度が5.0中4.8という数字は開催内容

が良かったと評価できる。 

・竜王町の英語教育は継続して実践されており、GTEC

では目に見えて成果が上がっていることは評価でき

る。 

・幼稚園からの英語体験、英語スピーチ大会、イング

リッシュキャンプなどの取組により、子どもたちの

英語に対する意欲も高まっていることが評価できる

。 

(3) 

社会の変化を見

据えた新しい学

びの推進 

・GIGAスクール構想の具現化に向け、タブレット端末

ソフトのスキルアップ研修で、竜王町版「タブレッ

ト活用ブック」等を作成し取り組まれたことは評価

できる。 

・GIGAスクール構想の具現化に向けて、意欲的に実践

されている様子が分かる。今後、教職員間の意識の

温度差、家庭のネット環境状況など配慮すべきこと

も多くなるのではないかと考える。 

・チャレンジウィークの協力事業所が多いのが竜王町

の良さであり、今後、体験できる日が来ることを望

む。 

(4) 

人権教育、道徳

教育、読書活動､

体験活動等の充

実による「豊か

な心」「規範意

識」の醸成 

・町費で学校図書館司書を配置したり、各園で絵本の

読み聞かせを継続されていることで、余韻を大切に

されたり、自分の思いを語らせたり、絵本の世界観

に親しむよう努められていることや、児童生徒が、

すぐに手に取れる身近な場所に本を置くなど読書環

境を整えられたことは評価できる。 

・全小中学校に図書館司書が配置されているのも、竜

王町の大きな成果で、子どもたちの読書への関心が

高まる大きな要因となっていることは評価できる。 
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・保育の中での絵本の読み語り、読書環境の整備、地

域ボランティアによる読み語りも大切な取り組みで

あると評価できる。 

・中学生が自分の思いをしっかりと表出できるように

なってきていることも大きな成果であると評価でき

る。 

(5) 

各校園の保健、

体育の取組の充

実による「健や

かな体」の育成

と｢体力の向上｣ 

・感染症対策に留意し、運動会（体育発表会）、体育

祭やジョギングマラソン等学校行事に積極的に取り

組めたことは子どもたちの大きな喜びにもつながっ

ている。 

・スクールサポートスタッフの配置は学校現場にとっ

てはとても良い支援である。 

・幼児の運動能力の向上を目指した取組、遊びの中で

の運動経験はとても大切な取組であるため、継続し

た取組を期待する。 

(6) 

積極的な生徒指

導の推進と個に

応じた特別支援

教育の充実 

・チーム学校園として、担任一人が問題を抱えること

のない取組はとても大切。学校の教員が、目の前の

子をしっかりと見、担任と共有できる体制も大切で

ある。 

・竜王町の小中学生はスマホ等への依存率が全国と比

べて高い現状である。 

・小中学生のスマホ等への依存率が全国と比べて高い

問題については家庭・地域が同じ危機意識を持って

取り組むことが喫緊の課題と思われる。ぜひ継続し

た取組が進められるよう期待する。 

(7) 

地域との連携・

協働により地域

とともに歩む学

校・園づくり 

・両小学校と地域学校協働本部の連携した授業などの

ボランティア、「はなまる先生」、「ふるさと学習

推進プロジェクト」など実践的な活動が動き出した

ことは評価できる。 

・各校園のホームページについては、さらに充実する

ことを期待する。 

・西小学校の「ふるさと学習」は、子どもだけでなく

竜王に赴任された先生方も一緒に取り組むことによ

り、更なる竜王の魅力発見につながることを期待す

る。 

・土曜塾への参画や企業との連携による職業訓練など

地域と連携した取組が進められているのは竜王町独

自の良さが表れていると評価できる。 

(8) 

家庭との連携強

化による｢早寝早

起き朝ご飯」の

推進とたくまし

く｢生き抜く力」

の育成 

・中学校の「朝食アンケート」やスマホに関する「生

活チェック」についての取組は、子どもたち自身が

考えることにつながる取組であるため大いに評価で

きる。 

・長期休業前には「生活リズム点検表」幼稚園では「

できたかな」の取組ができているが、取組に負担を

感じている保護者もあり、個別の対応も必要である

と考える。 

・長期休業中の生活点検は、家庭の事情によって難し

い場合もあり、どのように浸透を図るのかが課題で

ある。 
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・健康日記での生活チェックは大事な取組だが、家庭

の事情で不規則になりチェックがマイナス評価にな

る子への対応が必要と考える。 

Ａ 

 

２ 心身の健や

かな成長を支

える就学前教

育の推進 

(1) 

幼稚園教育にお

ける指導の充実 

・発達段階に応じた教育「幼児期の終わりまでに育っ

て欲しい10の姿」の推進に努められたことは評価で

きる。 

・発達段階に応じた基本的な生活習慣の確立は、家庭

との連携が欠かせないが、保護者が「幼児期の終わ

りまでに育って欲しい10の姿」を意識しすぎると 

「うちの子は育っていない、どうしよう」という不

安をあおる事にもなり得るため、園と保護者の対話

が重要であると考える。 

・子どもの育ちと保育内容を見つめなおす機会を持つ

ことはとても大切なことと考える。 

・感染対策を講じながら参観を通して保護者の交流の

機会が持てたことは良かったと評価できる。 

(2) 

預かり保育の実

施等による子育

て支援の充実 

・就労だけでなく家庭の状況に応じた活用ができる一

時預かりは保護者には喜ばれる取組であると評価で

きる。 

(3) 

町立幼稚園の認

定こども園への

移行整備 

・丁寧に段階を踏んでこども園に移行され、募集につ

いても混乱もなく、保護者も安心して子どもを預け

ることができていることは評価できる。 

・人的な配置や任用についてはこれからいろいろ課題

が出てくると思われるが、今後の体制整備が急がれ

るところであると考える。 

Ｂ 

 

３ 安全安心な

学校・園教育

の推進 

(1) 

教育施設および

教育環境の計画

的な整備と充実 

 

・GIGAスクール構想に係る、各校園の素早い容量不足

への解消は、高い評価ができる。 

・竜王町は教育予算が多く、住民は安心して子どもを

任せられる体制ができていることは評価できる。 

・小学校の新規建設に際しては、地域住民の声が反映

できる体制を整え、意見や提案を計画に反映できる

よう取り組んでいる。さらに教職員や児童からの意

見も聞き取り計画に反映させようとしていることは

素晴らしいことであると評価できる。 

(2) 

通学路の安全確

保と生命尊重に

基づく安全教育､

防災教育の推進 

・携帯メールでの情報発信システムが100％またはそれ

に近い数値で、きちんとフォローされているなら高

い評価と考える。 

・熱中症が心配される中、マスクの着用について健康

面を配慮された指導を行われたのは評価できる。 

・コロナ禍での引き渡し訓練が実施されなかったのは

残念である。 

・ＰＴＡからの通学路改善要望を受け、関係機関と連

携され改善されることを望む。 

・登下校時の安全指導、熱中症やコロナ感染対策など

細やかな対応が見られる。 

・スクールガードなどの取組や各校園からの情報配信
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メールでの情報発信、通学路の改善要望など、町と

いう単位だからできるきめ細やかな対応ができてい

る。 

(3) 

健全な心身を育

む食育と安全で

安心な特色ある

学校給食の推進 

・県の学校給食用コンクールに生徒が考えた献立を応

募したことは良かった。 

・竜王町の給食は高い評価を受けているので、継続し

た学校給食の提供を期待する。 

・給食運営委員会、給食主任会などが機能し、衛生管 

理と栄養バランスの取れた給食が提供されている。 

・湖魚を活用した地産地消の給食にも積極的に取り組 

んでいることは評価できる。 

・生徒が考えた献立が給食で提供され、子どもたちの 

楽しみとなったことは評価できる。 

(4) 

ふれあい相談発

達支援センター

との連携による

相談支援活動の

充実 

・校園や発達支援課との連携し個に応じた支援や不登

校状態にある児童生徒の保護者との協力関係の構築

を継続的に取り組んでいることは評価できる。 

・中学校を卒業してからも高校と連携を取りながら、

町内在住の生徒への支援が継続されていることは評

価できる。 

・学校を終えてから後の支援体制も大切であると考え

る。 

・明らかに発達に課題があると分かる子への支援に加

え、グレーゾーンにいて学校生活での困難さを感じ

ている子への支援も必要と考える。 

Ａ 

 

４ 子どもの力

を引き出し伸

ばす教職員の

実践力の向上 

(1) 

教職員一人ひと

りの教師力、学

校・園全体の学

校力の向上 

・「学校園自主公開アピール事業」に取り組み、主体

的、組織的な研究体制づくりや実践研究を支援され

たことは評価できる。 

・幼稚園と小学校における自主的な授業公開や実践研

究は大切な取組であり、今後も継続した取組を望

む。 

・若手教職員の研修が充実し、臨時講師や町費講師も

研修に参加させてもらい、若手教員の連携が図れて

いる。 

・他市町では現代の教育現場の雰囲気に馴染めず、学

校現場を苦痛に感じている教員も増えていることも

鑑み、教員の悩み事相談を聞く体制も必要と考え

る。 

・教育研究奨励や優秀教員表彰制度は意欲向上にはつ

ながるが、反面、自分はできないと思う教員が出な

いような配慮も必要と考える。 

・勤務時間が授業研究や子どもと向き合う時間に充て

られる改革はとても大切な取組である。 
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(2) 

子どもたちの笑

顔と教職員のや

る気につながる

働き方改革の推

進 

・平成４年度には校務支援ソフトの導入計画もあり、 

 町独自の人的支援も充実していると考える。 

・部活動指導員の配置により、教職員の負担軽減につ

ながっている。 

・スクールサポートスタッフの配置により、教材研究

や児童生徒と向き合う時間が確保できることはとて

も評価できる。 

・部活動指導員の配置による教員の負担軽減は重要な

事であるが、中には部活動指導を生きがいに感じて

いる教員もいて、教員間の温度差もあると考える。 

Ａ 
５ 心豊かでた

くましい青少

年の健全育成 

(1) 

青少年活動の支

援と青少年健全

育成の推進 

・コロナ禍の中、「少年の主張大会」については、参

加者を発表者の保護者および学校関係者に限定し実

施され、広報を通じて住民に発信されたのは評価で

きる。 

・近年、子ども会活動が機能しない地域も増えており

教育委員会の適切なサポートが望まれる。 

・青年団の衰退はどこの町でも同様で、根本的な発想

の転換が必要と考える。 

・青少年問題協議会でも「スマホ問題」が取り上げら

れており、町あげての取組になることを期待する。 

(2) 

家庭の教育力の

さらなる向上を

めざす取組の充

実 

・町内の３小中学校が足並みをそろえて「早寝早起き

朝ごはん」推進事業を受け、「子どもを真ん中に連

携を密にした取組」の実現ができている。 

・小中学生へのアンケートから「スマホ依存」の実態

が明らかになり危機的状況である。今後、家庭との

連携のもと「ＳＮＳの活用」や啓発の切り口を検討

されるように努められたい。 

・教育フォーラムでは、教師、保護者、生徒がスマホ

との関係につてパネルディスカションを通して、そ

れぞれの立場で現状認識が図られたことは評価でき

る。 

・「生活のあゆみ」や「チェックシート」で子どもた

ちが自分の生活を改善しようと取り組めた。 

・チラシや講演からSNSの活用など、啓発の切り口を 

拡げる取り組みはますます重要になってくる。 

Ａ 
６ 全ての人が

生き生きと学

べる生涯学習

の推進 

(1) 

地域学校協働本

部・公民館と学

校運営協議会(ｺﾐ

ｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ）の連

携による人材育

成と未来の学校

づくり・地域づ

くり 

・地域学校協働本部と学校運営協議会の相互連携を図 

ることにより、地域学習のフィールドワークの実践 

ができたことは評価できる。 

・「はなまる先生」の体制が充実し、成果が大きい。 

・「自らの生きがい」につながるボランティア活動は 

高齢化社会においては重要な位置づけであるが、新 

たな人材発掘が大きな課題である。 

・親子で取り組む農業体験は他市町ではあまり聞かな 

い取組であり、収穫物を販売する取組も、子どもた 

ちのやる気につながり面白い。 

・学校運営への必要な支援として多くの支援が行われ 

ている。これが「毎年やっているからする」のでは 

ななく「授業の中の取組」として実践されることを 

期待する。 
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(2) 

公民館基本計画

を踏まえた教室､

講座の充実 

・キッズスクールでは、マンネリ化を防ぐため、「ヘ 

アアレンジ教室」「弓道」「バルーンアート」など 

新規の教室を盛り込むなどの工夫した教室開講に努 

められている。 

・竜王町公民館は利用者も多く、館内展示も充実して 

いる。これからも「公民館」として、地域の生涯学 

習に寄与されることを期待する。 

・キッズクラブは内容も多く、これからも続けてほし 

い取組ではあるが、参加する子が限られており参加 

してくれる子を増やすことが課題である。 

・長期休業中のキッズスクールも保護者にとっては嬉 

しい取組であると考える。 

(3) 

第２期公民館基

本計画策定に向

けた取組 

・「D」評価の「成果が乏しく」は理解した。 

 しかし、「抜本的な見直しとともに改善が必要」に 

 あたる表現は「策定委員会を設置し、十分に情報共 

有と意見交換を重ね策定する必要がある」と理解し 

た。今後の推進に期待する。 

・町が進める中心核整備事業の「交流文教ゾーン」に

おいて令和８年度に整備予定のコミュニティセンタ

ーと町公民館の存続を含めた大きな議論が必要であ

る。 

・他市町では「公民館」がなくなり「コミュニティセ 

ンター」へ移行している所が多いが、社会教育の充 

実という観点からみると課題も多い。今後、十分に 

意見交換を行い、今の公民館活動が衰退しない方向 

で進められることを期待する。 

(4) 

第２期図書館基

本計画、第３次

子ども読書活動

推進計画に基づ

く図書館の充実 

・ここは、帯出冊数から「S」ランクだと考える。 

 全国１位の東京都7.77冊、２位滋賀県7.76冊と比較

しても10.2冊がいかに素晴らしい評価であるかわか

る。 

・１人当たりの貸出冊数が10.2冊は誇れる数であり、

読書好きの象徴である。 

・「第３次竜王町子ども読書活動推進計画」に基づき

各校園への出前貸出を実施されているが、中学校へ

の貸出し利用がなかったことを踏まえると工夫が必

要である。 

・竜王町立図書館は利用者も多く、図書内容も充実し

ている。展示コーナーでの企画も工夫され、楽しん

で来館されていると評価する。 

・来館時の託児サービスも行われ、子育て世代の保護

者には貴重な空間となっている。 

・ふらっとスペースはよい取組であるので、もう少し

回数を増やすことに努めてもらいたい。 

・学校図書館司書との連携で、学習に必要な図書の手

配など子どもが読書をする環境整備が進んでいる。 
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(5) 

第３期図書館基

本計画策定に向

けた取組 

・ここは（4）の評価から、適切に計画も進められてい

ることが推測できることから「Ａ」と考える。 

・令和４年度から図書館に求められる活動サービス等

について、これから10年先を見据えた、あるべき姿

や方向性を明確にされたことは評価できる。 

・第３期図書館基本計画にもとづき、さらに充実した

図書館になることを期待する。 

(6) 

社会教育関係団

体活動支援およ

び地域づくり人

材の育成と指導

者の養成 

・４団体の会費徴収について自治会を経由しない方向

で調整し理解してもらうことができたことは評価で

きる。併せて団体の事務事業の見直しや補助額対応

も適切に対応できたことは評価できる。 

・社会教育主事職員配置は是非とも維持してもらい野

外活動の充実も含めて、いろいろな活動が継続して

実施されることを期待する。 

Ａ 
７ 文化芸術の

振興と文化財

保護の充実 

(1) 

文化芸術活動の

奨励と振興およ

び第40回記念町

文化祭開催 

・コロナ禍で文化活動は作品展示のみでなく、練習風

景などをテレビ等で紹介するなど交竜フロアを工夫

を凝らして利用したことで多くの来場者があったこ

とは評価できる。 

(2) 

文化財保存活動

の推進 

・「山之上ケンケト祭り」が世界に誇る貴重な民俗芸

能としてユネスコの世界文化遺産に登録されること

を期待する。 

(3) 

地域の歴史に親

しむ機会の提供 

・歴史文化講座参加者の内、町内参加者が前年比13％

増えたことは評価できる。 

・竜王町は歴史のある町であり、ふるさと学習を通し

て小中学生や異動されてきた先生方、町外から転入

されてきた方にも興味関心を持っていただけるよう

な講座になるよう努められたい。 

(4) 

町文化財指定に

向けた取組 

・中津井文書が町指定文化財として指定できたことは

今後の町財産としての大きな価値となり得ると評価

できる。 

・文化財指定された中津井文書を、ふるさと学習の教

材として活用してもらえることを期待する。 

Ｂ 
８ 明るく住み

よいまちづく

りをめざす人

権教育の推進 

(1) 

人権尊重のまち

づくりの推進 

・コロナ禍で研修会の開催が難しい中でも、可能な限

り努められたことを評価する。 

・人権教育啓発基本方針改定後、１年目として新方針

が示す方向性や内容について、研修機会等を通じて

周知する予定であったが、十分な対応がなされなか

ったことは残念と考える。 

(2) 

各校園､地域､行

政の緊密な連携

による人権教育

の推進 

・コロナ禍で研修会等の開催が難しい中でも、可能な

限り努められたことを評価する。 

・コロナ禍で、地区別懇談会が前年度の２地区から７

地区に増加、また団体も７団体118人から９団体156

人と増加したことは評価できる。 

(3) 

人権意識の高揚

に向けた効果的

な取組の推進 

・コロナ禍で「じんけんを考えるみんなのつどい」が

開催でき、また人権啓発セミナーには前年度以上の

参加者があったことは評価できる。 

・住民要望から録画視聴ができるよう対応されたが３



39 

 

人しか視聴者がなかったことは残念であった。 

Ｂ 
９ 「観る・す

る・楽しむ」

豊かなスポー

ツライフの推

進 

(1) 

町民の健康体力

向上に向けたス

ポーツ活動の展

開 

・コロナ禍で制約があり、これまでと同様の活動は難

しいことも考えられるが、今後、開催回数、参加人

数を評価の基準としない、更なる充実の可能性を広

げていけばよいと考える。 

・学校体育施設や武道交流会館の開放は、住民にとっ

ては「スポーツの日常化」を支援する環境づくりと

して嬉しい取組だと考える。 

(2) 

健康増進に向け

た運動習慣の定

着化への取組 

・レッツ・エンジョイ・スポーツについては、新規参

加者はあったが大きな増加につながらなかった。 

・ウォーキングや体育施設の開放については、参加す

る人は限定的だと思われるため、より幅広い方々の

参加をどう促すかが大きな課題である。 

(3) 

滋賀国民スポー

ツ大会への対応

およびスポーツ

クライミングの

施設整備と普及

啓発 

・スポーツクライミング開催地として地元選出のアス

リート育成のため、「竜王町スポーツクライミング

特定強化選手練習会」実施は評価できる。 

・ボルダリングの町「竜王町」をPRするための特命大

使（アンバサダー）任命は評価できる。 

・滋賀国スポ大会のスポーツクライミング開催地であ

ることや町がスポーツクライミングの普及啓発に取

組でいること等を知らない住民も多いため、より一

層の普及啓発に努めていただきたい。 

(4) 

東京2020オリン

ピック聖火リレ

ー（竜王町聖火

リレー)への参画 

・竜王町のランナーの完走をはじめ、町のPR、大きな 

 満足感を得られたことは、教育委員会はじめ町民に 

 とって大きな成果だと考える。 

 

(5) 

第２期竜王町ス

ポーツ推進計画

策定に向けた取

組 

・コロナ禍で制約があり、これまでと同様の活動は難

しいと考えるが、今後、開催回数、参加人数を評価

の基準としない、更なる充実の可能性を広げる推進

計画を策定されることを期待している。 

・令和４年を始期とする「第２期竜王町スポーツ推進 

計画」策定された。向こう10年間の当町におけるスポ

ーツ振興の方向性が明確化されたことは評価できる。 

・策定に向けた取組の開始時期の遅延、議論を深める

タイムスケジュールがタイトであったことは反省す

べきである。 

・スポーツ推進計画が策定された。実践できる取組を

期待する。 
  



 

 

 

 

 

 

 

令和４年度の事務点検・評価 

を踏まえた重点改善項目と 

主な改善点 
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教育委員会が管理執行を教育長に委任する事務 

（教育行政基本方針の重点目標、重点施策に基づく事務） 

項 目 小項目 評価 改善点 

１ たくましく生

き抜く力を育む

学校・園教育の

推進 

 

 

 

 

 

(6)積極的な

生徒指導の

推進と個に

応じた特別

支援教育の

推進 

Ｂ ・竜王町の小中学生はスマホ等への依存率が全国と比して

も高い現状があることを踏まえ、今年度は町の総合教育

会議のテーマを「『情報通信機器の活用と子どもたちの

健やかな育ち』を考える」とし、ＰＴＡ連絡協議会とも

連携し町を挙げて子どもたちのスマホ依存率の縮減に向

けた議論を深めている。今後、議論を踏まえて具体的な

取組が実施できるよう、学校、家庭、地域が連携を密に

して実践に努める。併せて、今年度も町内小中学校生を

対象にスマホ等に関するアンケート調査を実施し、昨年

度のアンケート結果と比較分析する。分析結果を踏まえ

て、さらに実効性のある取組を検討していく。 

３ 安全安心な学

校・園教育の推

進 

(2)通学路の

安全確保と

生命尊重に

基づく安全

教育、防災

教育の推進 

Ｂ ・ＰＴＡ等からの通学路改善要望に対しては、関係各課や

県東近江土木事務所、警察、おうみ通学路交通アドバイ

ザー等と連携する中で年２回の通学路合同点検を実施し

防護柵や車止めの設置、路面標示など対応可能なものか

ら逐次改善を行っているところであるが、関係機関等と

の連携を深める中、積極的に改良改善に取り組むことと

併せて、各校園においては生命尊重に基づく安全教育の

さらなる推進を図る。 

４ 子どもの力を

引き出し伸ばす

教職員の実践力

の向上 

(2) 子どもた

ちの笑顔と

教職員のや

る気につな

がる働き方

改革の推進 

Ｂ ・今年８月の統合型校務支援システムの導入を踏まえ、こ

れの有効活用に向けて研修会を開催するなど、働き方改

革が進むよう、計画的継続的な指導や支援に努める。 

令和４年度の事務点検・評価を踏まえた 

重点改善項目と主な改善点 
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６ 全ての人が生

き生きと学べる

生涯学習の推進 

(3) 第２期公

民館基本計

画策定に向

けた取組 

Ｄ ・令和４年度中に第１期の成果と課題の整理検証を行い、

第２期竜王町公民館基本計画策定に向けての取組につい

て予算化を検討し、予算成立後、直ちに事業を進めるこ

ととする。利用者や関係団体の他、町民、有識者等で構

成する策定委員会を設置し、住民、関係団体等へのアン

ケート調査を実施する。また中心核整備事業にかかる「

交流文教ゾーン」のコミュニティセンター担当課との議

論も重ねながら、令和４年度から令和５年度にかけて取

り組みを進め、基本計画を策定する。 

８ 明るく住みよ

いまちづくりを

めざす人権教育

の推進 

(2) 各校園､

地域、行政

の緊密な連

携による人

権教育の推

進 

Ｂ ・令和４年度は可能な限り積極的に地区別懇談会、男女共

同参画集会が開催してもらえるよう、各区人権推進員、

男女共同参画推進員、町職員の啓発推進員に働きかけて

いるところであり、コロナ禍前の開催実績の８割程度の

開催ができるよう進めるとともに、団体等における研修

会の開催についても支援していく。 

９ 「観る!する!

楽しむ！」豊か

なスポーツライ

フの推進 

 

 

 

(1) 町民の健

康体力向上

に向けたス

ポーツ活動

の展開 

Ｂ ・町スポーツ協会との共催によるドラゴンピックは中止と

なったが、総合運動公園等を会場にスポーツフェスティ

バルを開催し、町民へのスポーツを「する・みる・ささ

える」機会を提供する。10月９日に施設を無料開放する

とともに、体験教室等も開催し町民のスポーツ活動推進

の一助とする。 

(3) 滋賀国民

スポーツ大

会への対応

およびスポ

ーツクライ

ミングの施

設整備と普

及啓発 

Ｂ ・建設計画課との連携により、総合運動公園内に県大会レ

ベルの開催が可能な規模のボルダリング施設の完成を踏

まえ、アンバサダー活動や小学生ボルダリング教室によ

る普及啓発を積極的に進める。 

・施設完成後の活用について、町のシンボルスポーツとし

て関係機関や団体との連携を図り、オープニングセレモ

ニーを開催するとともに、町内外の多くの人に利用して

もらえるように広報活動や諸準備を進める。 
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【資料1】

4月23日 【定例】 竜王町社会教育委員の委嘱について

竜王町社会体育推進員設置要綱の一部を改正する要綱

竜王町通学自動車運営委員会委員の任命について

竜王町教育委員会事務評価委員会委員の委嘱について

竜王町学校給食運営委員会委員の任命について

竜王町立学校（園）医・学校（園）歯科医・学校（園）薬剤師の委嘱について

竜王町学校結核対策委員会委員の委嘱について

竜王町特別支援教育推進協議会委員の委嘱について

竜王町就学前教育協議会委員の委嘱について

竜王町いじめ等対策協議会委員の委嘱について

竜王町就学支援委員会委員の委嘱について

竜王町学校園保健委員会委員の委嘱について

竜王町文化財保護審議会委員の委嘱について

竜王町視聴覚ライブラリー運営委員会委員の選任について

竜王町社会教育指導員の委嘱について

5月28日 【定例】

滋賀県教科用図書第３採択地区協議会規約について

認定こども園移行に伴う例規整備について

6月4日
学校訪問
（１学期）

6月14日
学校訪問
（１学期）

6月29日 【定例】

竜王町立幼稚園就園奨励事業の実施に関する規則を廃止する規則

中学校歴史教科書の採択やり直しについての請願書

7月27日 【定例】

竜王小学校建設基本計画策定委員会委員の委嘱について

8月25日 【定例】

9月21日 【定例】

令和３年第３回定例会追加補正予算について

竜王町立竜王こども園開園に向けた説明会について

令和３年度「全国学力・学習状況調査」の結果について

竜王町学校給食センターアレルギー対応調理室について

令和３年度竜王町教育委員会定例会および臨時会案件一覧

竜王町立図書館協議会委員の任命について

令和４年度から使用する竜王町立中学校教科用図書の採択について

令和３年第３回竜王町議会定例会補正予算について

竜王町立認定こども園の管理運営に関する規則

竜王小学校建設基本計画策定委員会設置要綱

令和３年第２回(６月)定例会教育委員会補正予算について

竜王西小学校、竜王西幼稚園

令和３年度竜王町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の
点検・評価について

令和３年度竜王町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の
点検・評価について

スポーツクライミング活動状況ならびに常設ボルダリング施設整備について

令和３年度竜王町教育委員会の権限に属する事務の管理および執行状況の
点検および評価について

令和４年度竜王町立小中学校特別支援学級教科用図書の採択について

竜王小学校、竜王幼稚園、竜王中学校

竜王町スポーツ推進計画検討委員会設置要綱

給食センターにおけるアレルギー対応について



令和３年度竜王町教育委員会定例会および臨時会案件一覧

10月26日 【定例】

11月5日
学校訪問
（２学期）

11月12日
学校訪問
（２学期）

11月30日 【定例】

令和４年度予算編成方針について

12月8日
学校訪問
（２学期）

12月14日
学校訪問
（２学期）

12月24日 【定例】

竜王小学校建設基本計画策定委員会の状況報告について

スポーツ推進計画策定に向けた進捗状況について

1月27日 【定例】

令和４年度「竜王町教育行政基本方針」策定（素案）について

第79回国民スポーツ大会竜王町準備委員会設立発起人会について

2月18日 【定例】

令和４年度竜王町教育行政基本方針について

令和４年第１回議会定例会補正予算について

竜王小学校建設基本計画策定の進捗状況について

3月18日 【臨時】

第２期竜王町スポーツ推進計画について

3月29日 【定例】 竜王町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

竜王町教育委員会事務局事務処理規則の一部を改正する規則

竜王町通学自動車運営委員会規則の一部を改正する規則

竜王町学校給食運営委員会規則の一部を改正する規則

竜王町教育委員会公印規則の一部を改正する規則

竜王町通学自動車の使用に関する規則の一部を改正する規則

竜王町立学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則

竜王町就学前教育協議会設置要綱の一部を改正する要綱

竜王町立学校等看護師派遣事業実施要綱の一部を改正する要綱

竜王町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

竜王町教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

竜王町教育委員会の行政手続において押印を継続する手続等を定める告示

竜王町教育委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

竜王町通学自動車の利用について

第２期竜王町スポーツ推進計画（案）について

第３期図書館基本計画(案)について

※３学期の学校訪問は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止

竜王西幼稚園から報告　～２学期の園生活の様子について～

ボルダリング施設整備状況について

竜王町立幼稚園評議員および竜王町立学校学校評議員設置要綱の一部を
改正する要綱

竜王町立図書館基本計画（第３期）（案）について

イングリッシュキャンプの報告について

竜王中学校

ＧＩＧＡスクールの近況報告について

令和３年度末竜王町立学校教職員の人事異動について

竜王町指定有形文化財の指定について（中津井文書）

竜王幼稚園

竜王アートギャラリー・竜王ジュニアアートギャラリーについて

竜王町立図書館貸出３００万冊達成について

竜王西小学校

竜王小学校

令和３年第４回竜王町議会定例会教育委員会補正予算について

令和４年度認定こども園・保育園入園申込状況について



令和３年度竜王町教育委員会定例会および臨時会案件一覧

6月1日 【第１回】

　　竜王西幼稚園の今後の利活用

8月3日 【第２回】

・竜王西幼稚園の今後の利活用について

・認定こども園移行に向けた進捗状況について

11月19日 【第３回】

・竜王西幼稚園の今後の利活用について

・ＧＩＧＡスクールの現状について

・今年度の当会議のテーマ設定とその理由および年間計画について

・認定こども園移行基本計画について

　　移行基本計画の概要説明と移行に向けた進捗状況

テーマ　「町立認定こども園開園に向けた取組と竜王西幼稚園の今後の利
活用について」

・認定こども園の入園申込状況報告と開園に向けた体制整備について

令和３年度竜王町総合教育会議

　　認定こども園移行に伴う課題

・教育大綱について

・竜王西幼稚園の施設見学
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【資料２】 

教育委員の研修状況（研修会の参加状況） 

 

 ○滋賀県教育行政重点施策説明会・滋賀県市町教育委員会委員研修会 

  と き：令和３年４月 12日（月）14：00～ 

  ところ：竜王町総合庁舎２階 205会議室（ZOOM 会議） 

  内 容 

   ・令和３年度 滋賀県教育行政重点施策等の説明 

   ・研修会「学校で配慮と支援が必要なＬＧＢＴｓの子どもたち」 

      宝塚大学看護学部 教授 日高 庸晴 氏 

 

 ○令和３年度 第 65回滋賀県町村教育委員会連絡協議会総会 

  と き：令和３年７月 26日（金）14：00～ 

  ところ：彦根勤労福祉会館（彦根市） 

  内 容 

   ・全国市町村教育委員会連合会定期総会表彰および全国町村教育長会定期総会 

    表彰の伝達 

   ・滋賀県町村教育委員会連絡協議会教育功労者の表彰 

・協議会の令和２年度事業報告・決算報告、令和３年度事業計画・予算案 

   ・研修会「学校現場における新型コロナウイルス感染拡大防止策について」 

      滋賀県健康医療福祉部理事 角野 文彦 氏 

      滋賀県教育委員会保健体育課保健安全・給食係主幹 涌井 努 氏 

 

 ○令和３年度 近畿市町村教育委員会研修大会 

  と き：令和３年 11月１日（月） 

  ところ：尼崎市総合文化センター（兵庫県尼崎市） 

  内 容 

   ・講演「脳科学の知見を活かした教育」 

       東北大学 加齢医学研究所 所長 川島 隆太 氏 

   ・実践発表「川島隆太先生と創る小野市の「夢と希望の教育」」 

       兵庫県小野市教育委員会 学校教育部長 藤原 正伸 氏 

 

 ○竜王町教育フォーラム 2021 

    と き：令和３年 11月７日（日） 

  ところ：竜王中学校体育館 

  内 容 

   ・オープニング 竜王ユースブラス・竜王中学校吹奏楽部コンサート 

   ・状況報告「竜王町の子どもたちの生活とスマホ等の使用状況」 

     竜王町教育委員会事務局 学校教育課 課長補佐 小磯真由美 氏 

   ・パネルディスカッション 

     「中学生と大人が共に考えるインターネットとのつきあい方」 

      コーディネーター 兵庫県立大学 環境人間学部 准教授 竹内 和雄 氏 
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