
平成２４年第８回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２４年６月２５日（月） 午後２時開会

場 所 市役所別館 ２階中ホール

出席者 教育委員長 谷川 裕一 委員長職務代理者 川副 美知子

教育委員 武田 善勝 教育委員 坂田 正幸

教育長 市川 純代 教育部長 松林 直良
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健康福祉こども部理事 吉岡 登 教育総務課長 古川 清
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幼児課長 藤原 真弓 人権課長 森本 雅夫

教育研究所長 田中 寛 図書館長 巽 照子

事務局（教育総務課参事） 野神 浩司

以上２１名

会議概要

事務局 開会

委員長 それでは皆さんこんにちは。

第８回東近江市教育委員会定例会を始めさせていただきます。皆様方には定例会にご出

席いただきまして誠にありがとうございます。

また先日５月２７日の大凧祭りには教育委員会としてミニ大凧を作って参加させてい

ただきました。本当ですと大凧大賞などをいただける予定だったのですが、残念ながら入

賞できずに終わりました。天気は非常に良かったのですが風もなく凧があまり上がらなか

ったので来年に期待したいと思っております。

また６月２日には韓国の統營市からバドミントンを通して国際交流を深めるというこ

とで、市長様はじめ多くの方々に来所いただき、里田課長始め関係の方々には案内等で常

に一緒に歩いていただき本当にご苦労様でございました。私も去年参加をさせていただき

ましたお礼を申しあげ、私の気持ちとして湖東の梵鐘のミニチュアを市長さんにプレゼン

トをさせていただきました。市長さんに喜んでいただけただろうなと思いますし、その場

で開けていただいてスタートの合図である鐘を叩いていただいたところでございますの

で、統營の市役所には梵鐘が飾られているのかなと半分期待をしております。

そんな中で６月の議会も始まりまして、本日午前中で無事閉会をしていただきました。

私にとって普段仕事で動き回っていることがほとんどですので、椅子に長い時間じっと座

っているというのは業だなと思いました。教育長、部長はいつもこういうことをされてい

るんだなと思うとつくづく感心したしだいでございます。



各委員

委員長

教育長

今回そんな中でも御園コミュニティセンターの指定管理のご承認をいただきましたの

で、これで八日市地区全てのコミュニティセンターの指定管理が確立できました。あとは

残された旧町の４つのコミュニティセンターが一日も早く指定管理を受託していただけ

るように関係者の皆さんのご協力をいただきたいと思います。

それでは平成２４年度第８回東近江市教育委員会定例会を始めさせていただきます。

まず「５月の定例会の会議録の承認について」でございますけども、あらかじめ事務局

から配布をしていただきまして皆様方には熟読をいただいていると思いますが、何か異議

がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

― 異議なし －

それでは５月の会議録の承認をいただきましたので川副委員、武田委員については後ほ

ど署名をお願いいたします。

なお、今回の会議録署名人につきましては武田委員と坂田委員よろしくお願いいたしま

す。

それでは１番目の報告事項に移らせていただきます。

まず教育長報告からお願いいたします。

改めまして こんにちは。

皆様には大変お忙しい時間にご出席いただきありがとうございます。

今ほど委員長がおっしゃいましたように６月議会にお付き合いいただいて、本日閉会し

たところでございます。

議会の内容につきましては後ほど部長のほうから報告させていただきます。私のほうか

らは主に学校教育の内容について報告させていただきます。

６月２日土曜日に市内の少しですが小学校では運動会が行われました。そのことにつき

ましては教育委員会のほうで対応させていただいております。

また、人事主事訪問でございますが５月１５日から始まりまして６月２２日先週の終わ

りまでですが３０校訪問させていただきました。１校台風により午後から子供たちが下校

するということがございましたので、その１校は７月２日に延期をさせていただくことに

なりましたが、定例の決まった時間内で行う人事主事訪問は終わらせていただきました。

主に新しく赴任されて先生方の様子、初任者の授業風景がどうであるか、それから子供た

ちの在籍の確認等を行っておりますが、どの学校もそれぞれの用途に合わせた校内人事あ

るいは取り組み等工夫しながらやっておられます。その中で、子供たちや先生につきまし

て体調不良等の方もいらっしゃいますので、十分注意をして見ていかなくてはならないと

感じております。

次にご承知のようにツキノワグマが捕獲されました。その時は山上小学校、永源寺中学

校に連絡しながら集団下校等の処置とっていただき、教育委員会も巡視等の対応をとらせ

ていただきました。おかげさまでその後の状況は落ち着いていると聞いています。また、

次にいつクマが出てくるかもしれませんので、いろんな情報をキャッチしてすぐに情報を

流す等の対応をしていきたいと考えております。

次に、議会でも通学路の安全についてはかなり話題になり質問等いただいております。

特に学校の児童生徒の交通事故でございますが、４月から６月で合計１３件ございまし



委員長

松林部長

て、中には救急車で運ばれて検査を受けることもありましたが幸い大きなケガ、入院しな

くてはならないようなことはなかったので良かったのですが、交通事故防止あるいは交通

安全教育の徹底をもう一度、校長会や教頭会でも声掛けしていきたいと思っています。ま

た、この報告の中には下校してからの事故も含まれますが、管理下では中学校は４月１件、

５月４件、６月１件の計６件、小学校では６月２件で小中合わせて８件、これが登下校中

の事故でございました。小学校については帰宅後に遊びに行く、塾に行くなど出かけたと

きに接触している事故が５件発生しておりますので、もう一度先ほど申しましたが徹底を

呼び掛けていきたいと思っています。

それから先日の台風４号でございますが、暴風警報がお昼過ぎに出たため、給食を食べ

た後集団下校するかたちで対応していただきました。蒲生西小学校だけは５校時までの授

業のあと集団下校というかたちを取っていただきました。学校等につきましては、大きな

被害の報告は受けておりません。

それから準要保護の認定者数、第一次の認定でございますが合計７２７人で前年度の同

時期に比べると１５人増えているという報告を受けています。小学校４３２人、中学校２

９５人で、まだこれからも増えていくと考えております。そういった家庭状況も年々増加

しているという調査結果もでておりますので、しっかり把握していき認定漏れ等無いよう

にしていきたいと思っています。

ありがとうございます。

それでは引き続きまして教育部長報告をお願い致します。

６月議会の一般質問でございますが、６月１３日から１５日までの３日間行われまし

た。教育委員会関係につきましては９議員１０項目に渡る質問をいただきましたのでご報

告させていただきます。委員の皆様には質問要旨等をお配りさせていただいております。

課ごとに申し上げますと、教育総務課では通学路の道路整備、安全対策というものにつ

いて３議員からご質問がございました。ご承知いただいておりますように亀岡市などの事

故を機会に市道を始め関係機関が危険個所を点検して、その改善策の予算や時期等につい

て現時点での状況ということで答弁させていただいております。

学校施設課の関係では、夏の節電に対する指導でございますが、これについては 4 月以

降学校の節電に対するこれまでの指導内容を確認させていただいたということです。一方

で教育施設の整備計画で、現在合併特例債の期間中に耐震化に伴う整備計画を行っている

ところですけれども、五個荘中学校の改築で一定目途がつきます。その他の残された学校

施設についてはどうかという質問でございますが、平成２５年度、来年度にそうした計画

を策定する旨お答えさせて頂いております。

生涯学習課のほうではコミュニティセンターの指定管理、また生涯学習の推進というと

ころにご質問いただいております。まず、それぞれの現状を申し上げますと生涯学習につ

いてはコミュニティセンターで行うような地域住民を主体とした事業、それから事業団が

主体となり全市的、広域的に取り組む事業というものに区分をして行うという事で申し上

げました。

文化財課関係ですが、伝統文化の保存継承という意味で高齢化する江州音頭や祭文音頭

について、教育委員会の取り組みをご説明させていただきました。また、金堂地区のまち

なみ保存についてですが、空き家対策というものが重要伝統的建造物群の中では全国的な



委員長

吉岡理事

課題となっております。したがいまして、文化財課では今年度から現状調査を行う中で、

所有者への保存の理解を求めていきたいという旨のお答えをさせていただきました。

学校給食センター関係では子育て支援というものの中で、給食費助成に対する考え方の

質問ございましたが、経済的に困っておられる保護者には要保護、準要保護、あるいは特

別支援制度で支援をしておりますので、考えていないという旨お答えをさせていただいて

おります。

そのほか教育委員会に大きな影響があるものとしては、能登川支所と能登川コミュニテ

ィセンターの考え方ということで、それについては企画部のほうから答弁されたわけです

が、市民が利用できる機能をできるだけ集約して複合施設としての利便性を図ることを基

本に８月末までに案を決定したいという答弁がございました。

これが３日間にわたる質問の要旨でございますが、本日２５日最終日に布引小学校、

玉園中学校、船岡中学校のそれぞれ耐震補強また改築工事についての工事請負契約につい

て議会の議決をいただいたところでございます。

以上でございます。

ありがとうございました。引き続き、健康福祉こども部理事お願いいたします。

議会最終日の本日、市立湖東幼稚園統合・幼保一体化施設整備工事の建築工事の契約に

ついて追加提案し議決いただきました。契約金額は３５１，７５０千円（税込み）で契約

相手方は株式会社伊藤組、工期は平成２４年６月２５日から平成２５年７月３１日までで

す。

関連としまして、電気設備工事については契約金額５１，３２４千円で契約相手方は黄

地電工株式会社で工期は平成２４年６月８日から平成２５年７月３１日までです。また、

機械設備工事については、契約金額５５，５４５千円で契約相手がニシデンで工期は電気

設備工事と同じです。

この工事については、７月６日に起工式を予定しておりますので、教育委員長、教育長、

教育部長にご案内させていただきますので、ご出席いただきますようお願いいたします。

それ以外の施設整備の現状を説明させていただきます。

まず、八日市野幼稚園・つつじ保育園の一体化施設整備については、現在用地買収を進

めており１２月議会で売買契約の議決承認をいただく予定をしております。ただ登記につ

きましては全ての手続きが完了するのが来年２月頃になりますので、工事の進捗を考慮し

て、用地取得前にはなりますが本年１１月ぐらいから造成工事に着手したいと考えており

ます。このため地元土地改良組合と覚書を締結して工事に着工したいと考えております。

次に６月議会の一般質問で２名の議員からご質問いただきました。質問要旨としまして

保育園・幼稚園の施設整備に関するもので、平成２６年度までの整備計画に基づき、順次

整備を進めており、今年度は平成２７年度以降の整備を含め、計画の見直しを予定してい

ますとお答えしております。また、園庭の芝生化についてのご質問に対しては、乳幼児の

遊び場として芝生の庭を設置している施設もあることから、可能な場合は検討すると共に

園庭全体の芝生化については、維持管理上の課題があることから先進地事例も参考にしな

がら、今後検討を重ねていきたいと回答させていただきました。

もう一点、平田・市辺幼稚園、八日市すみれ保育園一体化について、平田地区から色々

とご意見が出ているようですので、今後は地元住民の皆さんとの話し合いを重ね、ご理解



委員長

武田委員

吉岡理事

委員長

生涯学習課長

委員長

各委員

委員長

生涯学習課長

を得られるよう努力してまいりますとお応えいたしております。

以上です。

ありがとうございました。何かご意見、ご質問等ございませんか。

今の理事の報告で八日市野・つつじの一体化施設の説明がありましたが、新しい施設は

どの辺の土地に設置されるのかという事と保育園、幼稚園の保護者の方への理解、説明な

どはどうなっていますか。

野・つつじの一体化施設については、野村町地先で、現在の幼稚園前を土地改良の関係

で用地としてお願いし取得するものです。平田・市辺・すみれの一体化施設につきまして

は、保護者会の説明はこれからです。また、地元に対しましては 7 月から平田地区の１２

自治会全てに説明に行かせていただきます。市辺地区のほうは自治連のほうでなんとかお

話させていただけると思っておりますが、三役会議で厳しく言われたようでございますの

で、頑張って説明にいかなければならないと思っております。

他に何かございますか？

それでは議案のほうに移らせていただきます。議案第１９号東近江市社会教育委員の委

嘱について説明をお願いします。

議案第１９号東近江市社会教育委員の委嘱について、ご説明申し上げます。

－（資料にて説明）－

今回委嘱させていただく委員については、役職により就任いただいている方で、任期が

１年交代であることから今回交代された方について新たに委嘱するものでございます。

ただいま社会教育委員の委嘱についての提案がございました。平成２４年７月１日から

１年間、この方々にお願いするということでご承認をいただけますか。

― 異議なし －

皆さんにご承認いただいたということでお願いをしていただきますので、よろしくお願

い致します。

続きまして、議案第２０号東近江市子ども読書活動推進計画作成委員会要項の制定につ

いて説明をお願いします。

議案第２０号東近江市子ども読書活動推進計画策定委員会要綱の制定についてご説明

申し上げます。

－（資料にて説明）－

子ども読書は、ことばを学び感性を育て、表現力を高め想像力を豊かにすることに欠か

すことのできないもののひとつであり、単に読書好きな子どもを育てることが目的ではな

く、豊かな人間性と生きる力を育む方策として読書があることを共通理解し、子どもの読

書活動に関する施策の方向性や取り組みを示すものであります。平成１９年度に策定され



委員長
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藤田次長
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ました東近江市子ども読書活動推進計画が策定から４年を経過したことから、これまでの

成果と課題を整理し、本市の第２次読書推進計画を策定するため、要綱を制定するもので

ございます。

ありがとうございました。今説明のあった議案第２０号東近江市子ども読書活動推進計

画策定委員会要綱について、何かご意見はございませんか。

― 異議なし －

ご異議無いようですので、承認いただいたものといたします。

引き続き３番目の報告事項に移らせて頂きます

工事請負契約の締結についての説明をお願い致します。

先ほど部長からも説明がありましたが、本日、議会最終日に追加提案させていただいて

議決をいただきました３件について、ご説明申し上げます。

１件目 市立布引小学校耐震補強・大規模改修工事請負契約の締結について

－（資料にて説明）－

２件目 市立玉園中学校耐震補強・大規模改修工事請負契約の締結について

－（資料にて説明）－

３件目 市立船岡中学校校舎改築工事請負契約の締結について

－（資料にて説明）－

ありがとうございました。

引き続きまして、教育委員会生涯学習課・スポーツ課・文化財課の事務所移転について

の説明をお願い致します。

７月２日から事務を開始しますが、生涯学習課・スポーツ課・文化財課の事務所を土地

開発公社ビルに移転しましてスタートいたします。場所としましては、テニーの並びの西

庁舎、現在文化財課が入っておりますが、その隣の土地開発公社ビルの１階フロアーに３

課を移動させる予定です。総合的な市の考え方としまして、市民の利便性を考えたのと福

祉関係で職員が増えて事務所が狭くなり、業務に支障が出ていることから今回の移動とな

りましたが、教育委員会としては３課が同じ場所での業務であればやむ得ないと判断させ

ていただき今回の移動となりました。３０日から引っ越しをはじめさせていただき、７月

２日から新しい場所での業務となりますので、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。今の報告事項について何かご質問ございませんか。

教育総務、学校施設、学校教育課はそのまま東庁舎に残り、生涯学習やスポーツ課、文

化財と場所が分かれるので、住民さんに対するサービスが低下するという可能性もでてき

ますので、うまく取りまとめていただくことが大事になると思います。現在、生涯学習、

社会教育というのはどこの地区でもコミュニティセンターを中心に力を入れていただか

なければならない問題ですので、うまく対応していけるようにお願いしたいと思います。

また、同じ場所に戻られるのか、また教育委員会が同じ場所になる可能性はあるのです
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か。

本庁舎の増築改修が終わりましたら平成２７年には教育委員会自体が東庁舎から本庁

の２階に移動し、全ての部署が同じフロアーに入る予定です。

ありがとうございます。

それではその他の項目、「東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に

係るガイドライン」について説明をお願いします。

この件につきましては、所管課から説明をさせていただきますのでよろしくお願いしま

す。

皆さんこんにちは。貴重な時間をいただきまして「再生可能エネルギー発電設備の設置

について」説明させていただきます。申し遅れましたが、私新エネルギー政策室の野澤と

隣におります植田が説明に伺いました。どうぞよろしくお願いいたします。

再生可能エネルギー発電設備は太陽光発電と考えていただいて結構なのですが、この６

月議会に公共施設の屋根や土地にこの発電施設を設置するために建物等を貸し出しをす

るということで財産関係の条例改正を２案上程し議決いただきました。これにより、今後

設置希望があれば、施設の状況を勘案して貸し出しできるようになりました。その判断を

するためのガイドラインを定めたものがお手元にお配りしたものでございます。

今回、条例を設置して貸し出すようになった背景として、昨年末に市民活動グループか

ら愛東地区の平和祈念館の屋根に太陽光発電設備を設置したいという申し出があり、市と

してどのように判断していくかということで検討していたわけですが、平和祈念館だけで

なく他の施設も考えれば、一定のルールを決めなければならないということで、昨年度は

生活環境課で、この４月からは産業振興部に新エネルギー政策室が設置されましたので、

その中で継続して協議を進めてきたわけでございます。

現在、市民共同発電所が近隣に２基ありまして、１号機は野菜村の屋根に設置されてお

り、２号機はＦＭ東近江の屋根に設置されております。民間の施設にすでに２基設置され

ておりますが、３号機以降がなかなか進んでいないということで、行政の施設を貸し出し

できるような形をとって、行政が先行するような形で先駆けとなるような取り組みをした

いという思いがあってルール作りを進めてまいりました。

特に昨年の東日本大震災やその後の原子力発電所の事故により自然エネルギー、特に太

陽光エネルギーへの関心が高まっており、今回の新しい制度をすり合わせた中で追い風に

もなっていると思います。

本来環境がメインで考えられていたわけで、環境部局で取り組めばいいわけですが、こ

れが産業振興部で取り組むこととなったのは、１、２号機の件もありますが発電で得られ

た収益を地域商品券（三方よし）に還元して地域の中で循環するような形を取りたいとい

うことで、ガイドラインにも定めております。

全国的には電気事業者に屋根貸しをされている所もあり、先行している所では神奈川県

の三浦市や栃木県の足利市などがあり、神奈川県も貸し出しできるように新たなルールを

設けられました。その中には県立高校も含まれているようです。

今、農産物については早くから地産地消と言われていますが、このエネルギーについて
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も地域でつくりだして地域で消費し、その収益についても地域で回すといった形がとれな

いかということで考えております。

それでは、ガイドラインについて植田から説明させていただきます。

「東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の設置に係るガイドラインについ

て」ご説明申し上げます。

－（資料にて説明）－

ありがとうございました。今の説明で皆様ご理解いただけましたでしょうか。

これは滋賀県の中で東近江市が先だっての取り組みですか。

県内では東近江市が今先頭を走っていると言われています。新聞等にもそういう報道が

書かれています。ただ、湖南市と守山市が良く似た形で市民共同発電所の取り組みをされ

ておりまして、情報交換を行っております。守山市は中学校の屋根に市民共同発電所で今

年度中にパネルを設置したいという思いを持っておられると聞いております。

私は愛東なので平和祈念館の屋根にパネルがのるというのを早くから情報としては入

ってきていたのですが、平和祈念館なので遺族の方が出資をし、太陽光パネルを設置しそ

の電気の売却益を還元するという具体的な話があったのですが、その後話が進んでいない

のはこのようなガイドラインが無かったから進んでいないような気がします。

去年の秋頃から愛東地区の皆様に、活動されている団体さんが少しお声掛けをされてい

たという話をお聞きしました。生活環境課がそういう情報を得ていたのですが、正式に貸

してほしいというお申し出が去年の１２月にございまして、それ以降は市として貸せるか

どうかという検討をしてまいりました。検討した結果この６月の議会に条例の一部改正を

あげさせていただいたように、既存のルールの中では貸せなかったので、貸せるように条

件整備をして今回貸せるようになったということです。ですから、愛東での市民共同発電

所の設置については、このガイドラインに沿ったかたちで取り組みを進めたいということ

で水面下では動かれているとお聞きしておりますので、今年度中くらいには平和祈念館の

屋根に設置されるのではないかなと期待しております。

これは全ての発電量を売電するというものですか。

そうです。７月１日から全量買取制度が始まりますので、その制度に沿って導入されま

すので、全てを売電するということになります。ただし、非常時には電源として使えると

いうことになります。

教育施設で今もう既にパネルが設置されているところがあります。それについては各学

校で発電した電力を使い、子供たちにわかるように今現在どれだけ発電し、どれだけ使用

しているかという説明のついた数字がでるモニターで表示されています。もしその同じ建

物に追加でパネルをのせたとしたら全て売電するということではなく、建物の全パネルの
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電力を使って余った電力を売電するという方法は考えておられないのですか。

今、一般家庭では余った電力を売電するというかたちですが、新しい法律では１０ＫＷ

以上の設備を設置する場合には全量売電ができることになっています。それについては設

備認定をいただかないといけません。学校に付けていただいているパネルというのは環境

教育と行政の立場としては率先導入という部分もあって設置しています。うまく国の補助

制度も活用しながら付けていますので、できるだけ財源的に負担にならないかたちで順次

付けていっています。今回の市民出資の共同発電は、あくまでも市民の皆様のお金でパネ

ルを付けて売電で得られたお金をその出資に対して返していくという仕組みですので、ビ

ジネス的な感覚でされる部分があります。そこに対して学校を使うかどうかということは

申請がでてきた段階で慎重に考えないといけないと思っています。学校の利用について

は、先ほど申し上げましたようにＰＴＡの方々が地域の活動のためにというかたちで場所

を貸してほしいというようなものを優先していきたいと思っています。

学校施設で発電した部分についてＰＴＡの活動資金に使うとする場合は、売電金額では

少ないと思います。５０ＫＷで発電する金額と１０ＫＷで発電する金額では全然違いま

す。まだまだ設備を投入する金額が高い中で、教育施設にのせる場合、出資する人がいる

のでしょうか。

去年の東日本の大震災以降、再生可能エネルギーが加速していくということありました

けれども、大飯原発の再稼働問題で再稼働せざるを得ないという状況になって少し風向き

が変わっているのかなと思っています。先日もある自治会が「太陽光発電を設置したいと

いう強い思いがある」ということで説明会に寄せてもらったのですが、市民の方が集まら

れると意見が真っ二つに分かれました。「再生可能エネルギーをやらなあかん」という人

と、それぞれにきちんと電気を供給してもらえるというふうな部分での思いの中から「本

当に大丈夫なのか」という声とで分かれました。ただ、社会の今後の２０年３０年先の子

供たちのために原子力発電所はどうなのかということを考えた場合に、社会を変換してい

かなければいけないと思うので、そういう意味ではいろんなかたちで率先導入できるよう

な条件を市としては備えておく必要があるのだろうなと思っています。住宅用の太陽光発

電の設置の補助金を私どもが担当させていただいておりまして、去年の１．６倍くらいの

ペースでお申し込みをいただいています。学校については教育委員会のほうで整備をして

いただいていますし、今後公共施設で付けていけるところは太陽光発電を付けていきたい

と、市民共同については屋根を貸すというやり方で条件を整備したい、いくつか複合的に

再生可能エネルギーの導入が進んでいくように取り組んでまいりたいと思っています。Ｐ

ＴＡの話も現実的なものかどうかはわかりませんが市としては貸せる条件を整えていま

すということが言えないと、やりたいと言われてもできないことになりますので、そうい

う点で条件整備はしておくということでご理解いただきたいと思います。

教育委員会で学校施設に設置するという場合は、基本的にはこのガイドラインに沿って

判断をいただく中でいいかという判断をしています。ただ、従来環境教育の一環で設置し

てきましたので、それに準ずるかたちで子供たちには発電量とか売電価格とかをモニター

で示せるような設備を併設してもらえればという条件を付す中であればいいのかなと正
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式に決めたわけではないのですが考えています。そうした場合は、逆に言えば地域の方の

浄財で付けていただいて、その利益については地域の方に還元する形になると思います。

確かに各教育施設の屋上は有効利用されていないというのが現状なので、そのようなか

たちで有効利用ができればなんらかのプラスになると思います。まだまだ考えていかなけ

ればならない問題もあると思いますし、以前よりも売電金額が良くなったということで、

うまく売れれば早いうちに投資金額は回収できると思います。これについては皆様のご了

解を得られているものと思っております。

ただいまこのガイドラインに沿ってご説明いただきましたので、今後教育委員会として

も教育施設等には積極的に協力をしていただき、お話を進めていただくということでよろ

しくお願いいたします。

もう一点追加ですが７月号の広報誌が刷り上がりました。地域エネルギーを考えようと

いうことで今お話しさせていただいたような内容を掲載しており、パネルを設置している

学校の一覧表も載せております。７月１日に配布されますのでよろしくお願いいたしま

す。

ありがとうございました。

それでは２番目の各課報告に移らせていただきます。

まず学校教育課からお願いいたします。

（別途資料により説明 学校教育課～教育研究所）

ありがとうございました。今の各課報告について何かご意見ございませんか。

－ 意見なし －

本日提出されております案件は以上でございますが、全体を通じて何かご意見ご質問ご

ざいませんか。

先ほど節電対策のことを図書館で報告させていただいたことなのですが、特に夏休みの

期間は子供たちも節電ということで、八日市図書館については夏休み期間限定で休館日を

臨時開館することとなり、７月２３日から運営していきたいと思います。ただ、７月２７

日は八日市図書館の休館日を設定しておりますが他の館は開館しております。

ありがとうございます。皆さん、図書館をうまく利用していただきますようにお願いい

たします。

小さい子供さんからお年寄りの方まで是非ご利用していただきたいと思います。

これも現行の職員が大変厳しい勤務時間の中で回っていただくことになります。教育委

員会全体の中で助け合わなければならない部分がでてくるかもわかりません。そういった
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中での取り組みですのでよろしくお願いいたします。

事業を実施するときは他課の方にもお世話になると思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

ありがとうございます。大変かと思いますがよろしくお願いします。

他に何かございませんか。

今回、愛東中学校の校長先生からご依頼いただいて学校評議員をさせていただくことに

なりました。今回、保護者参観とＰＴＡ大学という案内をいただいたので参加いたしまし

た。他の評議員さんと一緒に教育委員が学校訪問するのではなく参加させていただきまし

た。中学校で保護者の方がどのくらい来られているか興味があったのですが、保護者の参

加人数が本当に少なかったので少しさみしく感じました。学校も行事ごとに保護者の動員

をお願いされているのですが、参加が少なく苦労されているそうです。

その点につきましてもいろんなアクションを起こしていただけますようにお願いした

いと思います。他になにかございませんか。

－ 意見なし －

それでは次回の定例会の日程でございますけども７月２４日（火）東庁舎のＡ会議室で

開催させていただきますのでよろしくお願いいたします。８月は８月２４日ということで

ご予定をお願いいたします。

また教育委員の方については、８月６日に山の子キャンプの激励、その後臨時教育委員

会を、８月８日には幼稚園・小中学校管理職者の意見交換会がありますので後日連絡させ

ていただきます。

以上で第８回教育委員定例会を終わります。ありがとうございました。

会議終了 午後 ３時３０分


