
守山市教育委員会

教育に関する事務の管理、

執行状況の点検および評価

報　告　書

令和4年度

【評価対象：令和3年度】



ページ

第１部 決算の概況について 1

第２部

1 教育総務課 4

4

5

2 教育総務課 6

6

3 学校教育課 8

8

9

10

11

12

13

4 学校教育課・人権政策課 14

5 学校教育課 15

6 保健給食課 16

16

17

7 安全・安心な学校園環境の充実 18

18

19

8 社会教育・文化振興課 20

9 社会教育・文化振興課 21

10 社会教育・文化振興課 22

11 社会教育・文化振興課 23

23

24

25

12 文化財保護課 26

26

27

28

29

30

13 文化財保護課 31

14 教育研究所 32

15 図書館 34

16 保育幼稚園課 37

教育に関する事務の管理、執行状況の点検および評価について

目　　次

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と学びの保障

(2) 小学校少人数学級対応事業

(3) 授業改善・開発事業

学校教育事業の推進

教育委員会の運営状況 

(1) 教育委員会会議等

(2) 総合教育会議

教育施設の整備について

(1) 学校保健事業

(2) 学校体育事業

(5) 大庄屋諏訪家屋敷管理運営事業

(1) 学校教育施設整備事業

青少年健全育成事業の推進

文化振興事業の推進

人権・同和教育事業の推進

教育研究所事業の推進

(1) 文化財保存事業

(2) 無形民俗文化財保存奨励事業

(3) 埋蔵文化財発掘事業

(4) 史跡整備事業

幼児教育の振興

(4) 情報教育の推進

(6) 国際交流推進事業

(5) 生徒指導・特別支援の充実

(1) 芸術文化振興事業

(2) 文化芸術活動事業

(3) 守山市民ホール管理運営事業

育英奨学事業特別会計

学校給食の推進

社会教育・生涯学習まちづくりの推進

公民館運営事業の推進

(1) 小学校

(2) 中学校

文化財保護事業の推進

図書館運営費

埋蔵文化財センター運営事業



令和3年度

決算の概況について

【第１部】



　その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響の中、感染拡大を防ぐため、迅速かつ柔軟

な対応を講じてまいりました。

　年度中の補正予算を経た執行において、歳入では、固定資産税は償却資産の課税客体の増、たば

こ税は令和３年10月からの税率変更や巣ごもり需要による売り渡し本数の増等により、市税として

は増加となりました。また、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質的な交付税の増加や地方

消費税交付金の増などの影響により、一般財源総額は前年度を上回る水準となりました。

　歳出では、適正な執行に努めつつ、新型コロナウイルス感染症対策に関する各種生活支援やワク

チン接種事業などに取り組むとともに、中規模保育園や中学校給食施設の整備などを行いました。

また、新庁舎整備事業に加え、環境施設更新事業や環境学習都市宣言記念公園整備事業などの大規

模な施設整備を実施することができました。

決 算 の 概 況

　我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済への影響が甚大であり感染症

拡大防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていく中で経済を内需主導で成

長軌道に戻していくことが必要であるとされており、政府は「令和３年度予算の概算要求の具体的

な方針」において、コロナへの対応が喫緊の課題の中、予算をはじめとする対応について、要求額

は基本的に対前年度同額とし、その上で感染症への対応など緊要な経費については別途要望を行う

ことができるとしました。

　このような状況下で、本市の令和３年度予算は、『ウィズコロナ時代における「新たな日常」へ

の対応と、豊かな田園都市を目指した「基盤づくり」』を掲げ、財政規律を堅持しつつ、部局の枠

にとらわれず全職員が一丸となってウィズコロナ時代の未曾有の危機を乗り越え、豊かな田園都市

を目指すための予算編成としました。最重点施策の「新環境施設の円滑な稼働と運営」や４つの重

点施策などに重点的な予算配分を行い、基金等を活用しながら限られた財源を真に必要な事業に配

分し、一般会計は対前年度15.7％減の288億円で編成を行いました。
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　小・中学校の施設整備面では、守山南中学校において、老朽化の解消に向け、平成28年度から実

施設計業務に着手し、平成29年度より工事に着手しました。最終年度となる令和３年度には、給

食・第二体育館新築工事（令和３年６月完成）および屋内運動場大規模改造等の施設整備が完了

し、令和３年９月から自校方式での給食を開始しました。

　守山南中学校を除く３中学校の中学校給食についても、令和４年３月に給食棟の整備工事が完了

し、令和４年度の２学期から自校方式での学校給食の提供を開始する予定です。

　学校教育については、本格導入をしたAIドリルを活用したブリッジ教材の活用、小学校５年生学

力診断調査の実施、小学６年生および中学３年生での学力・学習状況調査の実施、学習につまずき

を感じている児童を対象に放課後学習教室を実施しました。また、施設の消毒など新型コロナウイ

ルス感染症感染予防対策および関連する業務の増加に対応するため、スクール・サポート・スタッ

フの配置、端末を用いたオンライン授業の実施などコロナ禍における学びの環境を整えました。

　文化財の保存と活用については、国史跡の下之郷遺跡および伊勢遺跡の保存と活用を図るため、

伊勢遺跡では第一次整備地区の造成工事、主要施設の建築にかかる実施設計に取り組んだほか、整

備用地の取得を行いました。また、下之郷遺跡では、仮整備として、盛土等による造成工事や遺構

の表示工事を実施しました。

　北部地域における読書環境の整備については、乳幼児から高齢者までの皆が集い、地域全体の活

性化と住民交流に寄与できる施設となるよう速野会館を増改築する北部図書機能およびコミュニ

ティ機能の整備に着手しました。令和３年度は、地元学区の皆様や設計業者等との協議を行い、実

施設計を行うとともに、管理運営について方向性を示しました。

こころが輝く学びのふるさとづくり（教育関係の主な事業）
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目的別決算額対前年度比較表 〔△印減、単位：千円、％〕

年度 増減額 増減率

款 別 決算額（ A ） 構成比 決算額（ B ） 構成比 (A)－(B)＝(C） (C) ／ (B)

議会費　　 225,172 0.6 225,978 0.8 △ 806 △ 0.4

総務費　　 3,968,405 11.0 11,351,032 9.5 △ 7,382,627 △ 65.0

民生費　　 14,434,704 39.9 11,878,318 40.4 2,556,386 21.5

衛生費　　 4,402,170 12.2 10,399,608 14.5 △ 5,997,438 △ 57.7

労働費　　 291,393 0.8 44,125 0.2 247,268 560.4

農水産業費 678,472 1.9 539,964 1.9 138,508 25.7

商工費　　 675,113 1.9 302,581 0.6 372,532 123.1

土木費　　 2,733,076 7.5 2,897,592 10.3 △ 164,516 △ 5.7

消防費　　 899,276 2.5 906,270 3.0 △ 6,994 △ 0.8

教育費　　 5,421,195 15.0 4,903,139 10.7 518,056 10.6

公債費　　 2,442,397 6.7 2,409,888 8.1 32,509 1.3

合　計 36,171,373 100.0 45,858,495 100.0 △9,687,122 △21.1

令和３年度 令和２年度

　教育費は、5,421,195千円（対前年度+518,056千円、+10.6％）となりました。

　これは、中学校給食施設整備事業費（対前年度+1,164,084千円）や学校給食管理運営費（対前年度

+408,211千円）、守山市民ホール管理運営事業費（対前年度+73,331千円）の増などによるもので

す。

歳 出 の 状 況
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【第２部】

令和3年度

教育に関する事務の管理、

執行状況の点検および評価について



１ 教育委員会の運営状況

担当課 教育総務課

施策名 (1) 教育委員会会議等

執行

内容

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の規定により、教育委員会の権限に属する

事務は、教育委員会の会議によって処理することとなっており、これに基づき、教育委員

会の定例会を毎月１回、必要に応じて臨時会を開催し、教育行政に関する事務の管理およ

び執行の基本的な方針等について審議し、決定しています。

　また、さらなる教育の振興を図るため、学校訪問を行い、教育現場の現状把握を行いま

した。

　なお、令和３年９月から会議資料のペーパレス化を図ることにより、会議運営の効率化

を図りました。

　定例会では、審議および報告事項等について、教育委員の活発な意見交換や質疑によ

り、諮られた案件について審議等の上、案件の可決、了承を得ています。

　また、臨時会は必要に応じて開催し、喫緊の案件等について、速やかに対応しました。

・定例会、臨時会等

　定例会　12回、臨時会　１回　計　13回

・提出案件

　審議事項　43件（人事案件２件、予算案件６件、教科書採択１件、その他35件）

　請願　１件

　報告事項　30件

・その他の活動

　学校訪問　３回

　各種行事　６回

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、各種行事が概ね中止になりました。

　研修会　２回

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、オンラインにより開催されました。

　協議会　７回

課題

　教育委員会の会議においては、専門的、複雑化する懸案事項の課題等に対して、教育委

員による多角的な視点を通して、活発に議論が行われるよう、簡潔・明瞭な説明や資料の

提供が求められています。

　また、現在の教育課題を把握するため、今後も積極的に学校訪問や現場視察を行うとと

もに、関係機関との連携を深めることにより、教育委員会の一層の活性化に取り組む必要

があります。

成果
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１ 教育委員会の運営状況

担当課 教育総務課

施策名 (2) 総合教育会議

執行

内容

　市長と教育委員会が、相互の連携を図りつつ、地域の実情に応じた教育や学術および文

化の振興を図るための重点的に講じるべき施策を協議するため、「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律」第１条の４に規定する総合教育会議を開催しました。

成果

　令和３年度においては、「全国学力・学習状況調査の結果および今後の取組」をグラフ

や写真を用いて、全国と守山市との調査結果を比較するなか、教育施策の成果と課題を検

証し、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に向けて意見交換等

を行いました。

開催実績：１回（10月）

課題

　総合教育会議において、市長と教育委員会が重点的に講じるべき施策の方向性を共有す

ると共に、守山市教育行政大綱に基づく取組状況を検証し、必要に応じて、事業の改善に

向けた検討を図る必要があります。
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２ 教育施設の整備について

担当課 教育総務課

(1) 学校教育施設整備事業

　守山南中学校大規模改造事業、中学校給食施設整備事業、施設維持管理補修事業の推進

執行

内容

　学校教育施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害発生時

には地域住民の避難場所となるなど重要な役割を担っています。

　児童生徒の安全確保と教育環境の充実を図るため、守山南中学校大規模改造事業、中学

校給食施設整備事業などの施設整備事業および施設維持管理補修事業を実施し、適正な維

持管理に努めました。

　また、交付金制度の改正により大規模改造事業が未実施の学校に対しては、長寿命化改

良事業に着手するまで期間を有するため、修繕や補修等を優先的かつ適宜適切に行いまし

た。

ア　守山南中学校大規模改造事業

　昭和59年の建築以来35年が経過し、各施設の老朽化が著しくなっており、修繕や補修

等が多発していることから、平成28年度から実施設計業務に着手し、平成29年度から工

事に着手しました。最終年度となる令和３年度には、給食・第二体育館新築工事（令和３

年６月完成）および屋内運動場大規模改造等の施設整備が完了し、５か年にわたる大規模

改造事業が完了しました。

　(ｱ) 給食・第二体育館整備工事　　　　　　　　　　　　 592,736,820円

　(ｲ) 屋内運動場大規模改造工事　　　　　　　　　　　　 235,743,200円

　(ｳ) 大規模改造工事等施工監理　　　　　　　　　　　   　18,033,400円

　(ｴ) グラウンド整備事業  　 　　　　　　　　　　　　      15,605,700円

イ　中学校給食施設整備事業費（守山中、守山北中、明富中）

　学校生活９年間において提供する「食」の大切さを育む「美味しい温かい学校給食の提

供」をめざし、自校方式において令和４年の２学期からの学校給食の提供を行うため、令

和元年度から令和３年度の３か年で給食施設整備事業に取り組むなか、令和３年６月に工

事着手し、給食棟の整備工事が完了しました。

　(ｱ) 守山中学校給食棟整備工事　　　　　　　　　　　　　340,315,800円

　(ｲ) 守山北中学校給食棟整備工事　　　　　　　　　　　　392,133,500円

　(ｳ) 明富中学校給食棟整備工事　　　　　　　　　　　　　427,263,100円

施策名

成果
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ウ　市内13校の学校教育施設にかかる施設維持管理事業

　維持管理にかかる委託業務の実施、緊急性の高い施設の改修および補修工事を進め、児

童生徒が安全で安心できる教育環境の基で学習できるよう、施設維持管理に努めておりま

す。

(ｱ) 小中学校新型コロナウイルス感染症対策事業

     小中学校トイレ清掃業務 　　               2,442,000円

(ｲ) 小学校施設維持管理補修費　　           51,726,621円（前年度 45,264,004円）

　　吉身小学校放送設備改修工事               5,245,900円

      河西児童クラブ室外部トイレ改修工事　2,772,000円　他

(ｳ) 中学校施設維持管理補修費　　           28,879,430円（前年度 11,532,718円）

      守山南中学校プール修繕工事　　　　   7,988,200円

課題

　学校教育施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、その安全・安心とと

もに快適な学習環境を整備する必要がある中、耐震整備が完了した一方で、昭和40年代か

ら50年代に新築・増築した学校施設が多数現存することから、今後実施する改築事業や長

寿命化改修事業等の施設整備事業については、多額の財政負担を要することが見込まれま

す。

　また、大規模改造（老朽）から長寿命化改修への交付金制度改正により、大規模改造事

業が未実施となっている学校の校舎、屋内運動場等については、施設や設備に老朽化が見

られますが、長寿命化改修を実施するまでの間については、学校運営に支障が出ないよ

う、適宜適切に維持補修にも取り組んでいく必要があります。

成果
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3 学校教育事業の推進

担当課 学校教育課

施策名 (1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と学びの保障

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、学校での感染防止対策、学校行事の

中止および規模縮小等の措置を行う中、学校教育を推進しました。

ア　感染防止対策を行ったうえでの授業の実施

　・教室の消毒作業や教職員の業務負担軽減のため、スクール・サポートスタッフを16

　人配置

　・一人一台の端末を用いたオンライン授業の実施（学級閉鎖時）

イ　学校行事の開催

感染防止対策を徹底し、規模を縮小しながらも創意工夫により各種学校行事を実施しま

した。

　・入学式、卒業式（時間短縮や規模を縮小）

　・合唱コンクール（全４中学校で実施）

　・運動会・体育祭（平日開催や分散開催等により全13小中学校で実施。）

　・フローティングスクール（全９小学校・日帰りでの実施）

　・修学旅行（宿泊：全9小学校、日帰り：全４中学校）

ア　感染防止対策を行ったうえでの授業の実施

学校現場においては、密を避け、教室等の消毒や換気を行う感染防止の基本を徹底する

とともに、国・県のガイドラインや学校指導医の助言を踏まえ、適宜対策を見直すなか、

安全で安心な学習活動を実施することができました。また、学級閉鎖時のオンライン授業

に加え、自宅待機期間や感染が不安で登校できない児童生徒に対するオンライン授業も実

施し、児童生徒の学びの保障ができました。

イ　学校行事の開催

　合唱コンクールや体育祭・運動会も開催し、活気を取り戻しつつあります。

　修学旅行については、小学校では行先を変更して宿泊を伴う修学旅行ができました。

　中学校は日帰りでの実施になり、昨年創設したキャンセル料の補助制度を活用し、保護

者の負担軽減を図りました。

　また、中学校の部活動については、10月に活動を再開し、交流試合を実施するなど、感

染状況に応じた取組を実施しました。

課題

　様々な感染防止対策を講じていましたが、３学期には多くの学級閉鎖が発生しました。

今後も感染防止対策を徹底しつつ、「Ｗｉｔｈコロナ」での学習活動を継続し、児童生徒

の学びを保障していく必要があります。

　また、コロナ禍において、児童生徒と取り巻く問題が多様化しているため、引き続き、

適切な支援を実施する必要があります。

成果

執行

内容
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3 学校教育事業の推進

担当課 学校教育課

(2) 小学校少人数学級対応事業

執行

内容

　小学校下学年（１･２･３年生）の学級編制を市独自の32人程度で実施しました。

　このことに伴い、５学級の増となりました。

　・１年：守山小、吉身小

　・２年：守山小、河西小

　・３年：守山小

　児童一人ひとりに対して個に応じたきめ細かな指導を行うことで、生活習慣や学習習慣

の定着、基礎学力の向上等の成果が見られました。また、児童が落ち着いて学習に取り組

む姿が見られました。

　市費負担任期付教員として学級担任をする講師に対し、指導主事および教員指導アドバ

イザーによる訪問指導のほか、市主催の研修会および教育研究所における夏季研修講座へ

参加を促し、講師の資質向上を図りました。

課題

　市費負担任期付教員の雇用について、近年の県による教員採用者数の増加に伴い、県内

では市単独で講師を確保することが困難な状況にあるため、募集時期を早める等、採用を

工夫する必要があります。

　また、少人数だからこそできる児童の１人ひとりに応じたきめ細かな指導、支援が適切

に行われるよう、教員指導アドバイザー等の訪問指導、研修への参加等を計画的に行い、

教員の指導力や資質の向上に努めてまいります。

施策名

成果
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3 学校教育事業の推進

担当課 学校教育課

(3) 授業改善・開発事業

執行

内容

　児童生徒の学力向上、教員の指導力向上のため、以下の取組を実施しました。

　・ＡＩドリルを活用したブリッジ教材の活用

　・小学校５年生学力診断調査の実施

　・小学６年生および中学３年生での学力・学習状況調査の実施

　・中学校区ごとに各校の課題を共有し、研究テーマを掲げ、共通理解およびフィード

　　バックを図った。

　・子どもの考える力を育むための取組（子どもの考えた道筋が見えるノート指導の在

　　り方に着目した実践）

　・学習につまずきを感じている小学校３学年までの児童に対した放課後学習教室の実

　　施（全小学校）

学力・学習状況調査や、小５学力診断調査の分析を各校で行うことで、自校の指導に生

かすことができました。ＡＩブリッジ教材を活用し、継続的な指導に取り組むとともに、

中学校区全体で研究を進めたりすることで、小中がつながり、スムーズな中学校への移行

ができました。

ノート指導を意識する中で教員が授業の目当てを意識し、子どもの考えを大切にするよ

う意識することへの高まりが見えはじめ、授業改善に取り組む姿が見られました。授業を

「めあて・たんきゅう・ふりかえり」の３ステップにまとめることで、授業の基本の流れ

の定着が図られました。

放課後学習教室に参加の児童は、指導員や支援員にわからないところを質問したり、静

かに個々の課題に取り組んだりすることができました。

課題

　今後も、小学校５年生学力診断調査、ＡＩドリルを活用したブリッジ教材については、

引き続き、得られた結果を全国学力・学習状況調査とも関連付けながら、各校がしっかり

分析し、それぞれの課題を全教員が学校で意識できるように共通理解を図っていくととも

に教員の授業改善を進めていく必要があります。

　放課後学習教室では、参加する児童の下校の安全確保が課題であり、保護者の迎えを原

則とした結果、参加できる児童が限られてしまいました。真に学力補充が必要な児童の参

加を進めていくかを考える必要があります。また、新型コロナウイルスの影響で、２学期

以降、取組が中止となりました。突然の学年閉鎖や臨時休校時にどのような学習保障をし

ていくのか検討を行っていく必要があります。

施策名

成果
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3 学校教育事業の推進

担当課 学校教育課

(4) 情報教育の推進

執行

内容

　ＩＣＴ環境の整備やＩＣＴ環境を効果的に利活用するための研究会を開催しました。

　・児童生徒一人ひとりに個別最適化された学びのためにＡＩドリルを本格導入

　・ＩＣＴ利活用研究会の実施　年間７回

　GＩＧＡスクール構想の実現に向け整備した端末や大型ディスプレイ等のＩＣＴ環境を

効果的に利活用するため、定期的に研究会を開いて議論し、効果的であった事例を教員間

で共有し、普及・定着を図りました。

　さらにＡＩドリルの活用については、学習内容の振返りを行うことにより基礎学力の定

着に効果があることが確認できました。

課題

　ＩＣＴは児童生徒が学びを深める際の道具であるため、ＩＣＴの特徴を理解し、適切に

授業計画に取り入れなければなりません。そのため、ＩＣＴの活用が学びの深まりにつな

がるか常に意識した授業づくりを進めていくことが大切です。

　今後も、学ぶ力向上に係るＩＣＴ利活用研究会にて検証を進め、授業づくりを中心とし

たＩＣＴの利活用の在り方について、守山独自のモデルとして検証を進め、各校教員に周

知してまいります。

施策名

成果
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3 学校教育事業の推進

担当課 学校教育課

(5) 生徒指導・特別支援の充実

執行

内容

　関係機関との連携を図り、児童生徒の問題行動の防止と不登校児童生徒の教育相談活動

の充実に努めました。

　・スクーリングケアサポーター派遣事業（５小学校およびくすのき教室に学生ケアサ

　　ポーター７名配置）

　・中学校やすらぎ支援相談員設置事業（４中学校各１名の４名配置）

　・スクールソーシャルワーカーSV事業（弁護士１名、社会福祉士１名）

　・特別支援教育支援員配置事業（13小中学校に28名配置）

　・生徒指導対応加配補充教員配置事業（４中学校各１名の４名配置）

　・大規模校加配教員配置事業（守山小学校３名、河西小学校1名、守山南中学校３名の

　　計７名配置）

　児童・生徒の問題行動・虐待・不登校等の学校不適応を中心とする課題に対して、校内

でのアセスメントをしっかりと行い、必要に応じてケース会議を開催するなど関係機関と

の連携を密に行い、課題解決のための情報共有を行いました。

　また、スクールソーシャルワーカーが中心となり、子育て応援室と連携をしながら不登

校児童・生徒の環境調整を行いました。

　いじめ対策については、すべての教職員がいじめの定義をしっかりと認識したうえで、

いじめにつながる恐れのある問題行動を早期に発見し、解決に努めました。

　児童生徒数が1000人以上の学校に加配教員を配置することで、きめ細かい教育を推進

することができました。

　スクールカウンセラーや特別支援教育支援員と情報共有し、支援の役割分担を確認し、

児童生徒にとってよりよい支援のあり方を考えました。

　また、ＳＯＳの出し方教育や命の大切さを学ぶ教育を行い、児童生徒の自尊感情を高め

る教育を行いました。

課題

　複雑な家庭環境や発達障害に起因していると考えられる児童・生徒の問題行動が年々増

加傾向にあり、早期段階から状況分析、情報収集や関係機関との連携を行うなど、児童・

生徒の状況に応じた適切な支援を行うことが求められています。

　また、ＳＯＳの出し方教育を継続するとともに、教育相談やアンケートを効果的に活用

して、きめ細やかな指導を徹底する必要があります。

　さらに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの人的資源を継続し

て有効に活用するとともに、一人一台の学習用端末を活用した相談体制の周知及びより効

果的な運用が必要であると考えています。

　いじめ問題については、学校における未然防止、早期発見、早期対応の継続的な努力を

行うとともに、被害児童・生徒や保護者に寄り添った対応を丁寧に行っていくために研修

や校内体制の充実がさらに必要であると考えています。

施策名

成果
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3 学校教育事業の推進

担当課 学校教育課

施策名 (6) 国際交流推進事業

成果

　・ハローイングリッシュプロジェクト英語指導助手業務

　　英語とのよい出会いを心がけた活動を実施した結果、家でも保護者に対し、習った

　　単語を言ったり、英語の歌を歌ったりする姿が見られ、保護者からも肯定的な意見

　　を得られました。

　・小学校英語指導助手業務

　　小学生はＡＬＴとともにアクティビティを通して、楽しみながら英語を用いた学習

　　することができ、中学生はＡＬＴと生の英語で会話する機会の増加により、会話へ

　　の意識を高め、英語でＡＬＴとかかわろうとする姿が見られました。

　・守山市中学生英語検定事業（ＧＴＥＣ）

　　検定の結果、読む、書く、聞く、話すの４技能について、市内平均が全国平均を上

　　回りました。また、結果を分析し、英語科教員の指導改善につなげることが出来ま

　　した。

課題

　ハローイングリッシュプロジェクトや県教委指定事業（小学校英語パイオニア実践プロ

ジェクト）の取組の結果、子どもの中に英語は楽しいと認識されており、引き続き興味・

関心を持てる質の高い授業を実施していく必要があります。

　さらに、ハローイングリッシュプロジェクトの検証では、日本と外国の文化の違いを学

ぶ等、技能以外の分野に対する学習の充実を検討してまいります。

　また、ＡＬＴへの研修を充実させ、より良い授業づくりを進めていく必要があります。

　なお、中学生英語検定事業については、令和４年度より、ＧＴＥＣからＡＩドリルすら

らを活用した学習へ手法見直しを行い、子どもたちの英語力向上および検定取得に向けて

取り組みます。

執行

内容

　・ハローイングリッシュプロジェクト英語指導助手業務

　　保・幼・こども園計19園の５歳児および全小学校１年生・２年生対象に、ＡＬＴを

　　５名配置し、月に一回学校園を訪問

　・小学校英語指導助手業務

　　全小学校３年生から中学校３年生まで対象に、ＡＬＴを中学校区に１名配置し、合

　　計４名にて市立小中学校を訪問

　・守山市中学生英語検定事業（ＧＴＥＣ）（中学２年生対象）

　　※中学生海外交流事業は新型コロナウイルス感染症の影響により、事業中止
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４ 人権・同和教育事業の推進

担当課 学校教育課・人権政策課

執行

内容

　同和問題をはじめ、さまざまな人権問題にかかる課題解決に向けた取組を進めるため、

以下の事業を実施しました。

　・人権教育推進事業（人権・同和教育研究大会の開催、各校園への計画訪問の実施、

　　教職員研修の実施、中学校区別人権研修会の開催等）

　・各中学校区人権・同和教育実践交流研究会を軸に、保育園・幼稚園・こども園・小

　　学校・中学校・高等学校・特別支援学校の校園間の連携を強めました。

　・市内33校園において人権教育・保育の計画訪問を実施し、学校園における人権・同

　　和教育実践の一層の推進と工夫を図りました。

　・令和３年度は緊急事態宣言発令により、人権・同和教育研究大会の開催手法を変更

　　し、分科会はレポート、全体会は動画配信、DVDの貸し出しをしました。

　・同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決に向けて、教職員の人権意識を

　　高めるため、市内共通の研修資料の作成、中学校版部落問題学習共通教材の改訂、

　　オンラインなど実施方法を工夫し、研修を実施しました。

課題

　・市内各校園だけでなく、各中学校区単位での教職員研修を推進し、教職員の人権意

　　識を高めていく必要があると考えています。その上で、乳幼児・児童・生徒の人権

　　意識を高めるための教育・保育のあり方について交流・研究を深めていく必要があ

　　ると考えています。

　・部落差別問題の現実に学び、解決に向けた実践力を高めるための研修を実施するな

　　ど、就学前教育、学校教育、社会教育などさまざまな教育の場において、連携を図

　　る必要があると考えています。

成果

－14－



５ 育英奨学事業特別会計

担当課 学校教育課

執行

内容

　経済的理由により修学することが困難な者に対し、学資を貸与し、もって有為な人材を

育成することを目的に、特別会計を設置し、育英奨学金の貸付を行っています。

　大学生等10人、高校生６人に対し奨学金の貸与を行いました。

　・令和３年度貸付金額　　　 4,988,000円

　・令和３年度末貸付残高　　24,313,000円（36人）

　・令和３年度末基金残高　　59,596,295円

　昨年度に引き続き、緊急学資資金の貸付を行い、緊急的な支援を行い、また、ふるさと

納税を原資として大学生等を対象に、一定の要件を満たす者に対して、貸与した奨学金の

返還を免除する返還免除型奨学金を創設しました。

課題

　育英奨学制度の市民への周知・啓発について、広報・市ホームページでのお知らせ、市

内中学校・高校への周知依頼など必要があると考えています。

　また、貸付金の返還について、分割納付にし返還期間を延長するなどの対応をしている

場合もありますが、可能な限り返還期間内で返還してもらえるよう、個別の状況の聞き取

りなどをし、定期的な状況の把握をしていく必要があると考えています。

　加えて、新たに創設した返還免除型奨学金制度を適切に運用し、育英奨学制度の安定的

な運用を行います。

成果

－15－



6 学校給食の推進

担当課 保健給食課

施策名 (1) 小学校

執行

内容

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、安全安心な学校給食の提供を行い

ました。また、守山産、県内産の地場産物を使用する「守山の日」「滋賀の日」を毎月実

施し、地域の産物や歴史等の食文化への理解を図り、給食を通じた食育を推進しました。

　さらに、給食会計の透明化を図るため、給食会計の公会計による執行管理を開始しまし

た。

　新型コロナウイルス感染症拡大による学級閉鎖等が一部であったものの、感染防止対策

として、消毒、手洗いや前を向いての黙食、三面透明デスクパーテーション等の対策の徹

底を図ることで、安全で安心な体制で給食が実施できました。

　食育については、積極的に地場産物を使用した献立を提供するとともに、校内放送や動

画により、地場産物の生産者の思いを伝え、給食が食にかかわる人々の様々な活動に支え

られていることについて、子どもたちの認識を深めることができました。

　また、給食会計の公会計への移行により、コンビニエンスストアでの給食費の納入が可

能となる等、保護者の利便性が向上しました。

課題

　ウクライナ情勢や原油価格の高騰等に伴う給食食材への影響がある中、従来どおりの栄

養バランスや量を保った学校給食の提供に取り組む必要があります。

　さらに、小学校の調理室の調理設備については、長期間使用しているものも多いことか

ら、引き続き、各設備の導入年次や損耗状況を踏まえて、計画的に各設備の更新を進めて

いく必要があります。

成果
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6 学校給食の推進

担当課 保健給食課

施策名 (2) 中学校

執行

内容

　平成30年９月に作成した「中学校給食実施方針」に基づき、令和３年９月から、守山南

中学校で給食を開始しました。開始までの間、中学校において給食指導の研修や試し炊

き、職員会議での打ち合わせを行い、入念に準備を整えました。

　給食開始後は、食育の取組として、給食室の調理風景を動画で紹介し、調理員のコメン

トを伝える等の取組を行い、子どもたちが調理員に親しみを持ち、感謝の気持ちの醸成に

取り組みました。さらに、「鉄分の日」「カルシウムの日」等を実施し、子どもたちが、

自分たちに必要な栄養について考える機会を設けました。

　また、守山・守山北・明富中学校については、調理場の建築を進めるとともに、管理職

や養護教諭と打ち合わせを重ねる中、令和４年９月からの給食開始に向けて準備を行いま

した。

成果

　試し炊きによる実地研修を通じて、これまで給食指導を行ったことがない守山南中学校

の教職員が、小学校と同様に、安全で安心な給食の提供と、生徒への給食指導が実施でき

るよう準備を進め、９月から給食提供を開始することができました。

　全校生徒を対象としたアンケートでは、「毎日の給食が楽しみである」と答えた生徒が

約８割、「その日の献立に関心を持っている」と答えた生徒が約７割にものぼり、子ども

たちが給食を楽しく食べることができていることが伺えます。

課題

　守山南中学校に続き、３中学校において同時に給食を開始するため、中学校教職員への

給食指導に係る研修や調整、校舎内の配膳動線に係る安全確保、アレルギーへの対応につ

いて、きめ細やかに中学校に指導する必要があります。

　また、給食食材の納品業者に対しては、納品先が新たに３校増えることから、時間内の

納品ができるように、納品車両の増便等について働きかけていく必要があります。

　さらに、中学校給食の開始に伴い給食食材の需要が高まることから、地場産物の安定的

な確保を行うため、調達可能な品目や量を増やすよう、農政部局や関係団体との協議・検

討が必要です。
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７ 安全・安心な学校園環境の充実

担当課 保健給食課

施策名 (1) 学校保健事業

執行

内容

　児童生徒の健康診断を実施することで、疾病や異常を発見し、保健指導につなげるとと

もに、必要に応じて保護者に連絡を取り、指導助言を行いました。

また、新型コロナウイルス感染症については、感染拡大の状況を踏まえ、学校指導医の指

導を受ける中、感染拡大防止の対策を図るとともに、マスクについての指導、手指消毒や

教室内の消毒等、様々な場面で子どもたちの感染防止への自覚を促しました。さらに、子

どもたちが新型コロナウイルス感染症に関する学習で得た知識を実践に移し、自ら感染症

対策を確実に行うことで、感染症から自分や周りの人たちを守ることへの意識を高められ

るよう、学校において指導を行いました。

成果

　健康診断における諸検査の円滑な実施と日常的な保健安全の充実を図るとともに、学校

の管理下における児童生徒のけがや病気等の医療費を補償するため、医療費等の災害給付

を行いました。また、小学校就学前の児童を対象に、就学時健康診断を実施しました。

ア　児童生徒の健康診断

　学校保健安全法に基づく健康診断を児童生徒に対し、実施しました。

　・小学生　検尿（蛋白・潜血・糖）　　5,888人（R2年度　5,914人）

　・中学生　検尿（蛋白・潜血・糖）　　2,947人（R2年度　2,868人）

　・小学生　心電図検査　　　　　　　　1,987人（R2年度　1,929人）

　・中学生　心電図検査　　　　　　　　2,729人（R2年度　2,645人）

　・中学生　貧血検査　　　　　　　　　1,694人（R2年度　1,533人）

イ　日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度

　　請求件数　1,105件（R2年度　966件）

ウ　就学時健康診断

　　実施者数　844人（R2年度　971人）

課題

　健康診断や就学時健康診断の実施に当たっては、別室やパーテーションの準備や十分な

間隔を取る等、コロナ禍における感染拡大防止に努めながら進めました。しかしながら、

学校規模や校舎の様態により、通常時よりも健康診断に時間を要したことから、引き続

き、円滑な実施に向けて、改善に努める必要があります。
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７ 安全・安心な学校園環境の充実

担当課 保健給食課

施策名 (2) 学校体育事業

執行

内容

　子どもたちの健やかな身体を育み、心身の健康の保持増進を図るため、運動に親しむ習

慣を育て体力の向上に努めるとともに、体育の授業を通して、あきらめないで最後までや

りぬく力を育成するよう取り組みました。

　さらに、中学生においては、部活動により、文化・運動部の振興を図り、生涯にわたり

文化芸術に親しむ能力や生徒の健全な「生きる力」を育成するため、部活動における備

品・消耗品の整備や各種大会の出場激励金を交付しました。

成果

ア　体力向上の取組

　体育科、保健体育科の学習や休み時間等において、体力向上に向けた取組を実施すると

ともに、各校の取組の交流や昨年度の新体力テストの結果分析、「健やかタイム」を推進

をしました。

イ　小学校水泳記録会、小学校体育祭兼陸上記録会の実施

　毎年度、運動の合理的な実践を通じて、運動に親しむ習慣を育むとともに、健康増進と

体力の向上を図り、明るく豊かな生活を営む態度を育成するため、小学校　水泳記録会、

小学校体育祭兼陸上記録会等を実施していますが、令和２年度に続き、令和３年度も、新

型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止しました。ただし、小学校体育祭兼陸上

記録会は、全体での実施は中止したものの、各校で実施し、それぞれの記録や取組の様子

をポスターや動画で互いに紹介し合う等の交流を行いました。

ウ　各種大会出場激励金の交付

　中学校夏季総合体育大会、近畿中学校総合体育大会等の市立中学校の部活動の大会出場

に対し、激励金を交付しました。

　　交付件数　12件（R2年度　７件）

課題

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小学校水泳記録会および小学校体育祭兼陸

上記録会が中止になるとともに、様々な事業が限定された実施となっています。

　引き続き、子どもの体力向上を推進するため、体育主任等を中心として、各校の取組の

交流や、新体力テストの結果分析およびそれに基づいた体力向上の方策の協議等を行い、

進めております。
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８ 社会教育・生涯学習まちづくりの推進

担当課 社会教育・文化振興課

　社会教育による生涯学習まちづくりを推進するため、「第５次守山市社会教育・生涯学

習まちづくり基本計画」の策定に取り組みました。

(1)まちづくり推進会議の活性化や社会教育関係団体との連携や活動支援などを通して、

すべての人が学び、生き生きと暮らせる地域社会の確立に向けて取り組みました。

　ア　各学区において、まちづくり推進会議を組織し、住民主導のまちづくりを支援しま

した。

　イ　社会教育関係団体による第40回野洲川冒険大会～いかだくだり～

　　新型コロナ感染症拡大防止のため中止（いかだデザインコンテスト代替開催）

(2)生涯学習・教育支援センター（エルセンター）では、子どもたちの学習意欲を高める

「子ども体験教室」、歴史や文化を学べる「文化的講座」を開催しました。

  ア  守山ふれあい出前講座　　69件　　1,659人

  イ  子ども体験教室　　　　　３回　　     52人

  ウ  文化的講座　　　　　　　11回　　　139人

　新型コロナウイルス感染症拡大により、学区民のつどい等各学区での行事は縮小傾向で

したが、できることを考え実施していただきました。また、野洲川冒険大会～いかだくだ

り～は中止となりましたが、代替として開催しました「いかだデザインコンテスト」に36

人の応募があるなど、野洲川などについて考えるきっかけの一助となりました。

　エルセンター事業については、緊急事態宣言の発令中は中止・延期となりましたが、検

温・消毒などのコロナ対策を徹底したなかで、新規事業として文化的講座を実施するな

ど、学びの機会を提供できました。

課題

　社会教育・生涯学習において「人とのつながり」は大変重要な要素であり、コロナ禍に

おいても「まなび・よろこび・わかちあい」を実践できる手法等について、継続して追究

していくことが必要です。

　まちづくり推進委員会議等事業を継続するためには、新たな担い手の確保や育成が課題

であり、対応について検討します。

　野洲川冒険大会～いかだくだり～は、社会教育関係団体が中心となって実行委員会を組

織していますが、実行委員会組織の活性化を模索します。

　エルセンター事業に関しては、各地区公民館と連携を強化する必要があります。

　これらの課題に対して、「第５次守山市社会教育・生涯学習まちづくり基本計画」に基

づき、具体的な施策の展開に取り組んでいきます。

執行

内容

成果
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９ 公民館運営事業の推進

担当課 社会教育・文化振興課

　市内７公民館において、さまざまな学習機会を提供し、市民の生涯学習に対する意識の

高揚、意欲の増進に努めました。

　(1) 地域教育学級の開催　　　11学級　261人

　(2) 公民館講座（７公民館）　長期７講座（263人）、短期６講座（74人）

　(3) 菊花展覧会　　　　　　　48点出品

成果

　予め使用部屋の定員の半数での学級生募集や管外研修を実施しないなど計画を工夫し、

緊急事態宣言の発令中は中止や延期となりましたが、検温や消毒などのコロナ対策を徹底

したなかで実施することで、地域の仲間とともに学ぶ場を提供できました。

課題

　高齢化が進む中、多くの高齢者にも気軽に受講してもらえるようなテーマを設定し、地

域住民のつながりや受講者間の交流を通じて、まちづくりのきっかけとなるような仕組み

づくりを検討することが必要です。

　新型コロナウイルス感染症拡大への防止対策を引き続き行い、受講者の感染防止対策に

は最大の注意を払い、実施する必要があります。

執行

内容
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10 青少年健全育成事業の推進

担当課 社会教育・文化振興課

　青少年の健全な育成、活動および学習に必要な機会を提供し、地域や家庭の教育力を高

められるよう取り組みました。また、青少年の健全育成に向けた各種事業に補助金を交付

し、市民活動の推進を図りました。

　(1) 子どもＳＯＳホームの指定奨励　　614件指定

　(2) 成人式・新成人のつどい　新成人出席者739人（対象者971人）

　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、午前と午後の２部制で開催

　(3) 青少年育成市民会議の活動支援

　　　心と心をつなぐあいさつ運動（７月・11月）

　　　中学生広場「私の思い2021」守山大会

　　　青少年育成大会　※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、縮小開催

　(4) 青年活動研究会（委員12名　１回開催）

　(5) 子どもを育てる環境づくり支援事業

　　　ア　親子ほっとステーション事業（絵本の読み聞せ等）　　７地区公民館

　　　イ　遊友ホリデークラブ事業（子どもの直接体験活動支援）　　36自治会

成果

　子どもＳＯＳホームの指定事業については、地域のご協力のもと、各学区の通学路だけ

でなく、各地域に一定個所数を確保し、犯罪抑止として成果を上げています。

　青年団活動については、もりやま青年団が、「パディフェスティバルin守山2021」や

「こんにちワーク」は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止になりました

が、「サンタ企画」は、感染対策を講じる中、実施しました。

　公民館の親子ほっとステーション事業について、緊急事態宣言の発令で９月は中止とな

りましたが、コロナ対策を徹底して事業を実施することで、家庭教育の大切さに関する理

解を深めてもらうことができました。

　成人式については、参加者の把握、検温および消毒など感染防止対策を講じる中、

「密」を避けるため２部制で開催しました。実行委員会による開催とすることで、実行委

員および参加者について新成人としての自覚を高められました。

課題

　家庭における子育ての重要性や意識の高揚を図り、子育て中の親の不安や悩みに寄り添

い、子どもの健やかな発達を促進していくため、関係部署との連携を図り、親子ほっとス

テーション事業等の子育て支援事業の充実を図る必要があります。

　青年活動では、もりやま青年団が各種活動に積極的に取り組んでいますが、団員を含む

青年に将来のまちづくりの担い手としての誇りと意識をどのように醸成していくかが課題

となっています。

執行

内容
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11 文化振興事業の推進

担当課 社会教育・文化振興課

施策名 (1) 芸術文化振興事業

執行

内容

　子どもから大人まで誰もが気軽に文化・芸術に親しんだり、参加したり出来る機会を設

けることで、「文化の香りたかいまち」の実現に取り組みました。

　また、プロの芸術家による指導の下、次代を担う子どもたちが本格的な文化芸術に触

れ、芸術への関心を高めるよう取り組みました。

　ア　第10回ルシオール　アート　キッズフェスティバルの開催

　　　市内６会場　来場者3,167人

　イ　佐川美術館芸術鑑賞（小学校４年生）　※各小学校での実施に変更

　ウ　小学生文化芸術体験事業（小学校５年生）　参加者1,011人

　エ　佐川美術館連携事業(美術講座、守山市民の日、広報もりやま「アートコラム」)

成果

　「ルシオール　アート　キッズフェスティバル」は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、ワークショップやマルシェを中止し、コンサートのみの開催となったが、文化

芸術を鑑賞する機会を市民に提供できました。

　普段の授業では体験することができない本格的な文化芸術に触れることで、子ども達の

潜在的な能力や興味を引き出し、豊かな感性を磨くよう取り組めました。

　守山市文化協会や佐川美術館との連携により、市民の文化芸術に対する関心が高まり、

本市の文化芸術の振興に寄与することができました。

課題

　コロナ禍においても市民が文化芸術に触れられる機会を提供できるよう、コロナ対策を

徹底するとともに開催手法等について工夫しながら、計画および実施を進めていく必要が

あります。

　学校の教育課程や授業の進度との調整を図りながら実施する必要があり、単なるイベン

トではなく、打合せを含めた事前準備の時間を充分に確保していく必要があります。
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11 文化振興事業の推進

担当課 社会教育・文化振興課

施策名 (2) 文化芸術活動事業

執行

内容

　市民に文化活動の成果を発表する場を提供することで、芸術家の発掘や、日ごろから文

化芸術活動に取り組んでいる市民の創作意欲の高揚に努めるとともに、市民が様々なアー

トに触れる機会をつくりました。

　ア　第52回守山市美術展覧会の開催　　展示数199点　入場者数1,595人

　イ　アートと希望溢れる展覧会（若手芸術家作品展）　出品13人・52点

成果

　美術展覧会については、鑑賞会および表彰式は中止となったものの、入場者の把握、検

温・消毒などコロナ対策を徹底し、開催しました。年々、質の高い作品の出品が増えてお

り、本市の文化芸術の美術分野においては向上が図られています。

　「アートと希望溢れる展覧会」については、図書館で開催することで、図書館の利用者

が気軽に鑑賞でき、若手芸術家を知ってもらう機会となりました。また、展覧会を通して

の芸術家同士の繋がりも見受けられました。

課題

　出品者の高齢化が進み、特に日本画・彫刻部門等の出品数が減少してきております。

　幅広く出品者からの作品を出展してもらえるよう、各美術教室や県内高等学校などにも

積極的に案内して出品者を募るなど、出品者を増やす手法等の検討が必要です。
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11 文化振興事業の推進

担当課 社会教育・文化振興課

施策名 (3) 守山市民ホール管理運営事業

執行

内容

　本市の文化振興拠点として位置づけている市民ホールと連携する中、市民の文化芸術に

対する関心、意欲の高揚を図るための取組を展開しました。また、施設の維持や利用者の

利便性を高めるため、改修工事・修繕を実施しました。

　ア　守山市民ホールの利用　　3,645件　136,457人

　イ　大ホールおよび小ホールのトイレの洋式化工事等

成果

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による一部事業の中止もありましたが、地域にお

ける文化振興および文化芸術発信の拠点として、守山市民ホールを管理運営する公益財団

法人　守山市文化体育振興事業団は、開館35周年記念事業をはじめ音楽・演劇・舞踏・美

術・伝統文化など幅広い文化芸術事業に取り組みました。

課題

　市民ホールは築35年を迎え、施設や設備の老朽化が進んでいます。今後において、屋根

や外壁の補修、照明施設の改修等が必要であり、本市の財政状況等を踏まえる中、計画的

な改修に取り組んでいく必要があります。
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12 文化財保護事業の推進

担当課 文化財保護課

施策名 (1) 文化財保存事業

執行

内容

　市内に所在する国、県、市指定文化財の保護、保存を推進し、普及啓発事業の実施に

よって文化財保護の意識高揚に努めました。

　ア　文化財保存活用地域計画策定事業

　・文化財保存活用地域計画策定支援業務　　3,960,000円

　イ　指定文化財保存事業

　・市指定山本家住宅外塀修理

　・市指定聞光寺大谷本願寺親鸞聖人御影修理

　・県指定近江妙蓮、市指定山本家住宅庭園維持管理

　・国指定小津神社本殿、県指定蓮生寺本堂防災設備管理

　・市指定西蓮寺阿弥陀如来坐像防犯設備工事

　ウ　金森長近関係冊子刊行事業

　エ　町史等刊行事業（今宿自治会、吉身中町自治会）　646,000円

　オ　もりやま文化財講座（４回/年）受講者55人

　カ　伝統文化親子教室の運営支援

成果

　市内文化財を総合的に、一体的に保存活用していくための『守山市文化財保存活用地域

計画』を策定し、令和３年12月17日付で文化庁の認定を受けることができました。

　また、市指定文化財山本家住宅や市指定文化財聞光寺大谷本願寺親鸞聖人御影の修理補

助を行うとともに、令和元年度に市指定文化財となった西蓮寺阿弥陀如来坐像の安置場所

への防犯設備設置に対して補助を行うなど、文化財の保護を図りました。

　さらに、もりやま文化財講座などを開催し、文化財の普及啓発に努めました。

　なお、講座については、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、規模縮小し開

催しました。

課題

　文化財保存活用地域計画の計画期間が令和４年度よりスタートし、計画に沿って適宜、

各種事業を展開していく必要があります。

　また、国・県・市指定の有形文化財については、状況把握に努めるとともに、すでに修

理等が必要な状況にある文化財が複数確認されていることから、今後も計画的に修理等を

進めていく必要があります。
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12 文化財保護事業の推進

担当課 文化財保護課

施策名 (2) 無形民俗文化財保存奨励事業

執行

内容

　無形民俗文化財の保存団体と連携して、国指定、県選択、市指定文化財の保存継承を図

りました。

　ア　無形民俗文化財保存奨励補助２件

　・国指定　近江のケンケト祭り長刀振り

　（下新川神社すし切りまつり、）

　・県選択　勝部神社火まつり

　　※小津神社長刀まつりおよび古高鼓踊りは踊りの奉納が行われない年

　　※住吉神社火まつり、馬路石邊神社豊年踊りは祭り中止

　イ　伝統文化保存継承事業（勝部自治会）

成果

　無形民俗文化財の保存継承および公開のための補助事業や文化庁の補助事業である文化

遺産総合活用推進事業を活用した支援を行い、保存継承に努めました。

　３市１町（守山市、東近江市、甲賀市、竜王町）の５つの保存団体により設置した近江

のケンケト祭り長刀振り連合保存会では、互いに情報交換を行い、保存継承への取組を推

進しました。

課題

　無形民俗文化財の保存継承については、従来から後継者不足や材料調達等が課題となっ

ているところに加えて、新型コロナウイルス感染症拡大による祭礼中止の影響も心配され

ており、次世代への保存継承のため、今後も継続的に後継者養成事業などの支援を行って

いく必要があります。

　近江のケンケト祭り長刀振りについては、国への要望活動や情報発信など、連合保存会

の構成団体や構成市町と連携して保存継承事業に取り組んでいく必要があります。
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12 文化財保護事業の推進

担当課 文化財保護課

施策名 (3) 埋蔵文化財発掘事業

執行

内容

　市内の周知の遺跡内での各種開発に伴って、試掘調査・発掘調査を実施し、遺跡の保護

を図りました。

　ア　個人住宅、民間開発試掘調査等　81件

　イ　民間開発発掘調査　８件、市公共工事調査　９件

成果
　埋蔵文化財については、各種開発工事に先立つ試掘調査・発掘調査を実施し、記録保存

や遺跡の保護に努めました。

課題

　地区計画の策定等により市街化調整区域内での開発が増加するなど、開発に伴う調査件

数も増加の傾向にあり、今後においては、発掘調査の遅延が生じないよう努める必要があ

ります。
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12 文化財保護事業の推進

担当課 文化財保護課

施策名 (4) 史跡整備事業

　国史跡の下之郷遺跡および伊勢遺跡との保存と活用を図るため、伊勢遺跡では第一次整

備地区の造成工事、主要施設の建築にかかる実施設計に取り組んだほか、整備用地の取得

を行いました。

　また、下之郷遺跡では、仮整備として、盛土等による造成工事や遺構の表示工事を実施

し、史跡公園の適正な維持管理と活用事業の充実に取り組みました。

　ア　伊勢遺跡（遺構展示施設・管理棟、展望施設）整備に係る実施設計業務

　　28,274,000円

　イ　令和３年度伊勢遺跡造成工事（約6,000㎡）　56,081,520円

　ウ　伊勢遺跡史跡用地購入（１筆 1,014㎡）46,513,874円

　エ　下之郷遺跡整備工事　10,080,170円

　オ　地域の特色ある埋蔵文化財活用事業　参加者約780人

　　（下之郷史跡公園普及啓発事業）

　カ　下之郷史跡公園の適正な維持管理

成果

　伊勢遺跡は史跡の整備用地の公有化を進めるとともに、令和２年度に続き第一次整備地

区造成工事、主要施設の建築にかかる実施設計に取り組みました。また、「歴史シンポジ

ウム」や「伊勢遺跡まつり」などの普及啓発事業は新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により、中止しました。

　下之郷遺跡は史跡公園の適正な維持管理に努めるとともに、普及啓発事業では、弥生人

養成講座として「弥生の米づくり」、「弥生織り」を活用団体の「稲と雑穀の会」、「弥

生織りの会」との共同で開催したほか、下之郷キッズクラブ『GO Kids』の活動を支援し

ました。

　いずれも新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模縮小としたほか、「弥生の

夜話会」や「下之郷遺跡まつり」、「夏休み体験教室」などの活用事業は中止しました。

課題

　伊勢遺跡においては、国・県との協議はもとより、地域と丁寧な意見交換を行う中、史

跡整備を進めていく必要があります。令和４年度は遺構展示施設・管理棟等の建築工事お

よび外構設計業務に着手し、令和５年度の施設の一部供用開始をめざし、事業を推進する

計画です。

　また、整備に要す財源確保を含め、補助金の拡充など国県に対する支援を強く求めてい

くとともに、整備後の活用を見据えた管理運営について検討を進める必要があります。

　下之郷遺跡では、普及啓発事業を充実させ、国史跡の重要性と遺跡の魅力を啓発してい

く必要があり、また、公有地の適正な維持管理に努めるとともに、史跡の有効活用を図

り、将来の第二次整備を見据えた保存活用計画の策定を進める必要があります。

　活用面においては、両遺跡とも施設を活用している学校園は近隣のみであることから、

今後は担当職員による出前授業や図書館と連携した普及啓発などを通して遺跡が持つ魅力

を積極的に発信し、より多くの学校園が教材として活用できるよう働きかける必要があり

ます。

執行

内容
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12 文化財保護事業の推進

担当課 文化財保護課

施策名 (5) 大庄屋諏訪家屋敷管理運営事業

　市指定文化財大庄屋諏訪家屋敷の保存活用を図るため、施設の修繕工事や剪定業務を実

施したほか、適正な維持管理と活用の促進のため、指定管理による管理運営を行いまし

た。

　ア　大庄屋諏訪家屋敷整備事業

　　(ｱ)建具等修繕工事　　　　　　　348,700円

　　(ｲ)高木等剪定業務　　　　　　　262,900円

　　(ｳ)庭園樹木管理計画作成　　　　165,000円

　イ　大庄屋諏訪家屋敷指定管理料　11,300,000円

　　指定管理者　公益財団法人守山市文化体育振興事業団

成果

　指定文化財としての価値を保全するため保存修理工事を実施するとともに、敷地内の高

木等の剪定による適切な管理を行い、活用促進に努めました。また、指定管理者と市が連

携し、諏訪家より発見された古写真を題材にした新たな活用事業（諏訪家文化サロン）に

取り組むなど、積極的な活用を推進することで集客につなげました。

課題

　市指定文化財として適正な維持管理に努めるとともに、管理者や地域、さらには関係機

関との連携を図る中、活用を進め、来館および貸室利用の促進に努める必要があります。

また、「地域に愛され、来訪者をおもてなしする施設」としての基本理念に基づき、さら

に地域との連携を深める必要があります。

執行

内容
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13 埋蔵文化財センター運営事業

担当課 文化財保護課

　市民の埋蔵文化財への理解を深めるため、普及啓発事業の実施と施設の適正な維持管理

に努めました。

　(1) 春季講演会

　 『遺跡を育んだ琵琶湖、野洲川の成り立ち』

　　令和３年５月15日（土） 受講者19人

　(2) 秋季特別展

　　市制施行50周年記念「発掘調査50年のあゆみ-昭和、平成の守山を沸かせた調査と

　発見」

　　令和３年10月２日（土）から11月28日（日）まで 入館者339人

　(3) 講演会「全国から見た守山の遺跡」令和３年11月20日（土）受講者36人

　(4) 夏休み考古学教室 ２回開催　延べ20人

　(5) 歴史入門講座

　　「琵琶湖と河川～流域にみる遺跡～」

　　年間６回開講　受講者 延べ126人

　(6) 機関紙「乙貞」　隔月年６回発行

成果

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、昨年度は一部事業を中止せざるを得ませ

んでしたが、令和３年度は予防対策として規模を縮小したうえで、歴史入門講座、講演

会、特別展、夏休み考古学教室を開催しました。子供から大人まで幅広い年代の方々の参

加があり、埋蔵文化財に対して理解を深めることができました。

課題

埋蔵文化財センターは、市の歴史文化の情報を発信する上で重要な役割を担う施設であ

ることから、今後もより一層の事業の充実を図り、市内外に向けてその魅力を積極的に発

信していく必要があります。

施設の維持管理は築40年近くを経過していることから、適切な維持管理、計画的な修繕

により施設機能の維持を図るほか、収蔵庫や書庫のスペース不足による、施設の増築を検

討していく必要があります。

執行

内容
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14 教育研究所事業の推進

担当課 教育研究所

　新型コロナウィルス感染拡大防止のための様々な制約がある状況下で、ICT等を活用しな

がら今日の教育課題に対応する研究・研修活動等を推進しました。また、学校生活の悩み

や子育てに関する教育相談および不登校児童生徒に対する学校復帰への取組を行いまし

た。

(1)  研究研修事業

　ア 学校教育の充実を図る研究・実践の推進

　　・教育に関する調査研究

　　「通常の学級における特別な支援を必要とする児童生徒への支援のあり方についての

　　　調査」

   　・指導力向上に関する研究１・２

　　　　研究１「“児童がプログラムを作成する”授業実践」

　　　　研究２「より多くの子どもの目が輝く学級づくり・授業づくりの創造」

　　・小学校英語教育の推進

　　・中学校特別活動の推進　　―生徒会サミットの取組―

　イ 教職員の指導力向上のための研修の実施

　　・授業改善研修講座等の各種研修講座

　　・初任者、中堅教諭等資質向上研修のステージ研修

　　・小中学校外国語教育研修講座

　ウ 市民に開かれた研修講座

　　・郷土守山に学ぶ研修講座

(2) 教育相談事業教育相談事業

    ア 面接相談

　イ 電話相談

　ウ 学校への訪問相談

(3) 適応指導教室事業（くすのき教室）

執行

内容
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成果

　・研究紀要65冊（紙）、50枚（CD）

　・『ユニバーサルデザインの考えを取り入れた学級づくり・授業づくり実践ハンドブッ

　　ク』を市内小学校に配布し、若手教員等の指導力の向上の一助としました。

　・動画配信による研究発表

　・小学校外国語活動および外国語科における授業改善とコロナ禍における研修機会の

　　確保（「守山市せんせい情報共有の窓」での優れた授業の動画配信）

　・研究所だより、ホームページからの情報発信

　・夏期研修講座（動画配信研修講座を除く）参加者延べ245名、研修満足度4.6/5.0

　・教育相談　電話・面接による相談件数　年間延べ445件

　・学校や関係機関との連携　年間延べ656件

　・適応指導教室通室児童生徒数（体験入室含む） 小学生５人、中学生７人、計12人、

　　終了した人数（学校復帰、卒業等含む）小学生２人、中学生４人、計６人

　・小学校を対象に２学期に教育相談員が学校を訪問し、児童の情報共有を行いました。

　・適応指導教室在籍児童生徒の当該校に毎月訪問し、通室生の状況報告を行うととも

　　に、不登校児童生徒の早期把握、早期対応、指導連携に努めた。

　・適応指導教室に通室した中学生の卒業後３年を目途に、状況把握を行いました。
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課題

　・若年齢化の進む教職員の資質向上に向けて、現場のニーズをとらえながら、教育の今

　　日的課題に対応した実効性のある研究・研修を進めていく必要があります。

　・教育相談の相談内容が不登校と関連することが多く見られますが、子育ての不安、人

　　間関係の悩み、発達障害の疑い等、多様化、複雑化しています。不登校児童生徒への

　　早期対応に努めるとともに、一人ひとりに応じた効果的な支援をどう進めていくか

　　ケース検討しながら、学校復帰や社会的自立につながっていけるよう、保護者・学

　　校・関係機関と連携していく必要があります。

　・小学校英語活動ならびに英語科授業における「振り返り」の充実を図るための授業改

　　善を進める必要があります。
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15

担当課

令和３年度 令和２年度 対前年比

図書購入冊数 11,440冊 12,586冊 90.90%

蔵書数 379,109冊 375,121冊 101.10%

図書館運営費

図書館

(1) 図書館活動

　市民の学習権の保障のための資料提供を行い、豊かな文化の創造、発展に貢献、寄与しま

した。蔵書状況については下表のとおりです。

執行

内容

(2) 読書普及活動

　ア　おはなし会（出前おはなし会を含む）の開催

　　毎週、水曜と金曜の午後３時からおはなし会を開催し、延べ604人の参加がありまし

　た。また、読書支援や授業支援については、小学校１校、中学校１校でブックトークを

　実施しました。

　　出前おはなし会では、こども園や保育園、親子ほっとステーションおよび子ども文庫

　などに、出向きました。市内各園や家庭的保育室、小規模保育所や企業内保育所におい

　ても、継続して月に１度「としょかんわくわくボックス（絵本セット）」を届けまし

　た。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、滋賀県にまん延防止等重点措置および緊急事

態宣言が発出されたことを受け、令和３年８月８日から９月30日まで、『つながる森』の貸

館利用時間を１時間短縮し、午後８時までの貸館を行いました。

　イ　図書館開館３周年＆読書日本一のまちづくり記念行事の開催

　　(ｱ) 出版社による記念講演会「やっぱり本はおもしろい！書き手と読み手をつなぐ」

　　  　10月９日(土)　参加人数 51人

　  (ｲ) 児童図書研究講座「本ってこんなに面白い！子どもの本の立場から」

　　  　11月10日(水)　参加人数 48人

　  (ｳ) 理系専門分野講座「太陽の科学」　11月13日(土)　参加人数36人

  　(ｴ) 中高生サポート隊企画「クイズラリー」

　 　　10月30日(土)、31日(日)　参加人数 延べ148人

　  (ｵ) ３周年おめでとう動画の上映、３周年おめでとう一言メッセージの掲示

　　  　11月１日(月)から11月30日(火)まで　木もれび広場ギャラリー

　　　  動画（３周年お祝いメッセージ14組、活動紹介14組、活動紹介カード65組）

　　　  一言メッセージ展示48枚

　  (ｶ) 「ワークショップ「新図書館開館３周年記念　図書館の職員と話をしよう」

　　  　12月18日(土)　参加人数８名

　　表１　蔵書状況

- 35 -



令和３年度 令和２年度 対前年度比

入館者数 427,832人 359,822人 118.90%

貸出冊数 1,057,839冊 936,501冊 113.00%

貸出人数 283,649人 248,879人 114.00%

新規登録者数 4,135人 3,235人 127.80%

市民登録者数 72,397人 70,565人 102.60%

市民実利用者数 16,346人 14,967人 109.20%

　新たな広報活動として７月よりInstagramを開始しました。令和４年３月31日現在のフォ

ロワー数は584人で、今後も図書館活動を周知するための手段として、活用の幅を広げていき

ます。

成果

執行

内容

　イ　つながる森等の利用状況

　　10月から稼働した市内公共施設予約システムにより、施設予約の利便性が向上し、幅

　広く市民の皆さまにご利用いただいています。また、12月からは、同システムを活用

　し、学習コーナーの席の予約を可能にしたことで、コロナ禍での開館前の長蛇の列を解消

　することができました。

　　施設の貸館稼働率は44.5％で、令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

　め、利用制限を行う中、貸館に努めました。

(1) 図書館の開館と運営

　ア　図書館の利用者数

　ウ　学校司書の巡回

　　小学校３校に１名、中学校４校に１名の学校司書を配置し、各校概ね週１日、午前10

　時から午後２時までの４時間、勤務しています。学校司書と図書館司書および学校が連携

　し、学校図書館の機能充実に努めました。

(3) 施設管理

　施設の適正管理に努める中、効率的な運営に向けて、夜間ならびに土日、休館日について

は貸館業務の外部委託を行い、適切な施設管理に努めました。

(4) 北部図書機能等整備事業

　北部地域の読書環境を整備するとともに、乳幼児から高齢者までの世代が集い、地域全体

の活性化と住民交流に寄与する施設となるよう速野会館を増改築し、北部図書機能およびコ

ミュニティ機能の整備に向けて取り組みました。

　令和３年度は、地域の皆様と協議を行う中、実施設計を取りまとめるとともに、管理運営

についても協議しました。

・北部図書機能整備工事設計業務　　　　　　　　　　　　　　14,476,000円

・北部図書機能整備工事にかかる駐車場整備設計業務　　　　　 1,646,700円
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令和３年度 令和２年度

速野会館 1,493冊 1,480冊

中洲会館 231冊 189冊

駅前総合案内所 13,701冊 9,121冊

計 15,425冊 10,790冊

課題

　北部図書機能およびコミュニティ機能整備を進めるうえで、地域に愛される施設となるよ

う、今後は管理運営面について協議を進める必要があります。また、北部図書機能およびコ

ミュニティ機能整備建築工事の入札や工事の状況を踏まえ、開館までのスケジュール管理を

しっかり行う中、迅速かつ効率的に準備等を進める必要があります。

(2) 読書普及活動

　おはなし会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、館内や各園の状況を

踏まえる中、実施しました。やむを得ず中止や延期とした園等もありましたが、多くの園等

で感染対策をしっかりと講じる中、開催することができました。

　講演会では「読書日本一のまちづくり」の記念講演会を始めとし、多岐にわたる内容で開

催することができ、アンケート結果からも非常に好評を得ています。

(3) 広域サービス

　速野会館、中洲会館および駅前総合案内所において、予約本受取りサービスを引き続き実

施しました。

　特に、駅前総合案内所での受け渡し数が増加しているため、関係課と協議を行い、解決策

を含めて対応を検討しながら、今後も円滑に業務を進めます。

(4) 市民との協働

　図書館を拠点に様々な活動を行う『図書館サポート隊』には、37団体、個人99名（うち中

高生サポーター28名）の登録があり、講演会や音楽会の開催など幅広く活動しています。う

ち中高生サポーターは、おすすめ本のポップの作成や、ティーンズコーナーの充実を図る

等、若い感性で本と人とが出会うきっかけ作りを担っています。

　図書館３周年の展示ならびに記念動画の製作では、それぞれのサポート隊の活動紹介を作

成していただきました。

成果
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16

担当課

執行

内容

(1) 就園児数

3歳児 346人 (394人) 40.0％(44.3％) 96.7% (96.1%)

4歳児 398人 (399人) 43.7％(46.4％) 97.3% (98.1%)

5歳児 405人 (471人) 46.5％(49.3％) 98.6% (98.2%)

計 1,149人 (1,264人)

課題

　保育園との就園バランスや子どもの育ちに必要な集団規模の確保といった観点から、幼稚

園利用者の著しい減少に歯止めをかけるため、幼稚園の魅力向上に向けた取組について、公

立園長会が中心となって検討を開始しました。

　幼稚園教諭についても人材確保が課題となっていることから、保育士同様に、保育人材バ

ンクを活用してきめ細かなマッチングを行うことで人材確保を進めていくとともに、保育園

等と同様に令和３年度に導入しました保育システムを活用することで、本市の全幼児教育職

員が働きやすい職場環境を構築し、職員の定着化を図ります。

　また、幼児教育・保育の無償化や女性活躍の推進などにより、今後もますます保育ニーズ

が増加することが見込まれる中、幼稚園の就園率が著しく低下していることから、保育園と

の就園バランスの維持に取り組む必要があります。

　そのような中、令和３年度には幼稚園を利用する保護者の就労と子育て支援の更なる充実

を図るため、預かり保育事業を全園で実施しました。

　また、令和３年11月から公立園長会が中心となって、幼稚園の魅力向上をはじめとする今

後あり方についての検討を開始、令和４年度以降も小学校との滑らかな接続や地域環境を生

かした教育活動等、幼稚園の特色を生かした魅力向上策についての検討を進めます。

　今後においても、人口や保育ニーズの動向を見定める中、幼稚園としての存在意義につい

てもしっかりと検証してまいります。

成果

　幼稚園では、３歳から５歳までを対象に、幼児の心身の発達を助長することを目的とし

て、市内の幼稚園５園、こども園９園により学校教育法に基づく幼児教育の振興を図りまし

た。

　また、幼稚園利用者が減少傾向にある中、保育園との就園バランスを維持するため、未就

園事業等を通じて地元地域に対して幼稚園の魅力を発信していくとともに、幼稚園を利用す

る保護者の就労と子育て支援の更なる充実を図るため、幼稚園全園において預かり保育事業

を実施しました。

幼児教育の振興

保育幼稚園課

(2) 預かり保育事業

　保護者の就労と子育て支援の充実を図るため、幼稚園全園で預かり保育事業を実施し、１

日あたり平均約14人の園児が利用しました。

(3) 幼稚園の魅力向上に向けた取組の検討

R3.4.1現在、(　　)内前年度数値 参考：就園率(幼・保・こ・地)
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