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皆さん改めましてこんにちは。

本日は第１５回教育委員会定例会を招集させていただいきましたところ、教育委員、各

管理職の皆さんにはご出席いただき、ありがとうございます。

１２月１８日に湖東中学校でコクヨ工業からゲストティーチャーを招いて全校生徒を

対象に環境学習をされました。中学校の先生から是非一度聞きにきてほしいと言われまし

たので私も出席しました中で、葦を使ったリサイクルペーパーをリエデンという名称でさ

れているのですが、その紙をコクヨが頑張って取り組んでいるということを子ども達に説

明をされました。説明をされた二人の方も湖東中学校出身で親近感をもって子ども達も熱

心に聞いておりました。東近江市の子ども達の卒業証書も葦を使った紙を使えないかとい

う提案もございましたので、一度、教育委員会の中でも検討ができればと思います。また、

皆さんも環境について勉強されるようなことがあれば努力していただきたいと思います。

それでは平成２４年第１５回の定例会を始めさせていただきます。

まず、１１月の定例会の議事録の承認についてですが、予め事務局のほうから配布をい

たしまして熟読をされていることと思います。ご異議はございませんでしょうか。

― 異議なし －

それでは１１月の議事録の承認をいただきましたので武田委員、坂田委員に後程ご署名



教育長

をお願いいたします。なお、今回の議事録署名人につきましては坂田委員と川副委員にお

願いいたします。

それでは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。

皆さん、改めましてこんにちは。委員の皆さんにはお忙しいところお集まりいただき、

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

１２月でございますが私にとっては駅伝の１２月だったなと思っています。

まず、１１月２４、２５日、前回の定例教育委員会が終わってからですが、近畿高等学

校駅伝競走大会が行われました。滋賀県が開催県ということで東近江市が会場を引き受け

て、３年目の最後の年となりました。

また、１２月２日に東近江市の駅伝大会がございました。余談ですが、後からある女性

が挨拶に見えまして、その女性が私の教え子でした。スポ少も最初の部で走ったのですが、

教え子の息子さんがスポ少から参加をし、なおかつ区間賞も取っていまして、そういった

出会いも嬉しく思いました。そして、滋賀学園ですが全国高等学校駅伝競走大会に５年連

続８回目の参加ということで、あちこちの新聞等に取り上げていただきまして、２２位と

いう健闘でございました。

それでは報告に移ります。

まず１点目、妙楽寺の火災経過につきまして、１２月４日火曜日９時３５分、庫裡から

出火したという一報が文化財課に入りました。県や市指定の文化財が無事で、現在どのよ

うな状況であるかを後ほど報告してもらいますのでよろしくお願いいたします。

２点目は非常にマスコミを騒がせておりました五個荘の石塚町の民家での事件につい

てでございます。小学校より一報が入りました後、東近江警察署に情報提供がどのように

されたのかという内容確認と児童への配慮を依頼しに部長と担当に行っていただきまし

た。そういった中での情報を小学校の方へも伝え、現在小学校がどういう対応をしている

のかという状況確認、あるいは支援に学校の方へ指導主事に出向いてもらいました。その

後、小学校の在籍児童については市の雇用のスクールカウンセラーを即派遣をさせていた

だきました。そして中学校に配置されているスクールカウンセラーも小学校の方へ派遣を

する。なおかつ県教委につきましてはスクールカウンセラーや、あるいは担任、養護教諭

あたりが相談にのっておりますので、そういった方たちの支援も含め、スーパーバイザー

の緊急派遣と中学校のスクールカウンセラーの派遣時間を増やしていただくこと、これを

要請して応えていただいております。同時に福祉のひばりとの連携をはじめ、福祉関係あ

るいは県教委も含めまして関係機関との連携を図りながら事態の状況により適切に対応

できるようにする準備を進めていくということをしておりました。事件のことで、学校あ

るいは市教委に対してのマスコミからの問い合わせはございませんでしたが、近隣の民家

にはかなりの報道陣、記者が殺到していたようでございます。１２月１８日火曜日から２

学期終了まで子ども達は集団登校で無事に学校へ行っておりまして、現在は冬休みに入っ

ております。

次に１２月議会の一般質問でございますが学校教育関係だけ述べさせていただきます。

１９名の方が質問されましたけれど、その中の６名から教育委員会に対しての質問をいた

だきました。学校教育に関わっては３名でございます。答弁書のとおりでございますが、

大橋議員からは「より良い中学生活を送るために」中１ギャップに対する対応の現状、教



委員長

教育部長

職員の心のケアについて、ということの質問でございました。中１ギャップとは直接には

関わってはいないのですが、インターネット上での犯罪、トラブル、そういったものから

児童生徒を守る研究を教育研究所のほうでしてもらってはどうかというような要望が出

ておりました。確かに市の調査結果の中でも教員の情報モラルの指導力というのが、活用

力に比べると決して高くはなく、低いほうでございますので検討の余地はあるかと考えて

おります。

竹内議員からは「がん対策について」のご質問でございました。中学３年生の保健体育

の授業でがん教育アニメーションＤＶＤを活用してほしいということと、体験談を聞くな

どがんについて学ぶ授業を取り組んではどうかということでした。体験談は生命尊重の教

育に良い教材という認識を示されておりまして、ただ、がんで家族等をなくした児童生徒

への配慮は必要であるということと、情報提供者、あるいは受け手の双方の条件が整えば、

これは命の尊さでございますので道徳の授業での実施は可能であろうとお答えをさせて

いただきました。

それから３人目の村田議員からは「全小中学校図書館における学校司書の配置の計画」

ということでした。本年度の配置の状況、２２年度、２５年度はどうか２６年度への全体

の配置計画はどうなのかと、東近江市の子ども読書活動推進計画に基づきます中学校への

司書配置計画を守ってほしいというご意見だったと思います。現在はモデル校の実践をも

とに司書と学校・教員との連携の在り方、あるいは学習支援のノウハウ、そういったもの

を伝達、あるいは司書活用の意識高揚といったものを片方では進めながら、司書 1 人が複

数担当することにより、派遣も計画しているとお答えいたしました。

２学期の中ではインフルエンザ等は大きな流行を見せておりません。２学期末に結核の

発病者が出たという情報が入ってきたのですが接触の可能性のある生徒は情報が提供さ

れませんのでわかりませんが、そういった子ども達がまた発病した、感染したという報告

は受けておりませんので大丈夫ではないかと思っております。

２学期は暑くて長い夏があり、短い秋、そして寒波が襲来しているという状況でござい

ますが、生徒指導上の諸問題等、色々ありました２学期でございました。学校行事など委

員長からも報告がありましたが、それぞれ学校の地域性、あるいは周りの人的環境、そう

いったものを取り入れた特色ある取り組みが取り入れられていまして、無事に行事等は終

了することができました。現在冬季休業中でございます。お手元の資料でございますが、

文部科学省の調査結果の概要が記載されておりましたのでコピーをお配りさせていただ

きました。これは野神さんが回答していたものだと思います。今後の教育委員会活性化の

視点として参考にできるものではないかと思いましたのでお配りさせていただきました。

以上でございます。

ありがとうございます。

引き続きまして教育部長報告をお願いします。

１２月議会の一般質問の内、教育長から報告がありました学校教育にかかる質問を除

き、その概要についてご報告させていただきます。尚、委員の皆様には、質問要旨をお配

りさせていただいておりますので、資料に沿って説明させていただきます。

はじめに学校施設関係について大洞議員からの「小中学校の砂塵対策として、運動場の

芝生化について」ですが、強風で運動場から舞う砂塵が、隣接住民の方々へ影響している
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状況があります。対策の一つに芝生化がありますが、多くの効果が考えられる一方、芝生

の維持管理の他、整備費用などに課題があり、解決に向け取組みを考えています。効果に

は、外で遊ぶ機会の増大や熱中症対策、砂塵被害の減少などがあります。

生涯学習関係では、３議員から４つのご質問をいただきました。

市木議員からの 「コミュニティセンターの使用規則と利用条件について」では、公民

館からコミュニティセンターへの移行にあたり、社会教育施設としての機能に加え、地域

のまちづくりの拠点施設として、利用にあっては館長に判断を委ね、柔軟かつ適切な運営

に努めている現状を申し上げました。

寺村議員からは、「市の所蔵する絵画の展示および活用について」のご質問があり、展

示等の現状と、今後の活用について申し上げ、また公の施設改革計画にありますように、

てんびんの里文化学習センターには、美術館的要素を強化していきたいと考えています。

村田議員からの「文化・芸術振興の更なる推進を」では、市内の文化ホールの稼働率は、

予算や収容人数・交通の利便性などが課題ですが、活性化を図るための取組を紹介しまし

た。取組内容には、良質の公演を低料金で提供する他、宝くじ助成やＮＨＫ公開番組の申

請、友の会の発足による会員への割引・情報発信などがあります。

また、「あかね文化ホールの施設整備について」は、構造的な課題を除いて、順次改修・

修繕を行なっている旨申し上げております。構造的な課題とは、大小のホール間で音や振

動の遮断が困難なところです。

以上、１２月議会・一般質問の概要などをご説明申し上げ、報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

引き続きまして、健康福祉こども部理事お願いいたします。

私どもの健康福祉子ども部におきましても一般質問について６名の方が質問されまし

て、そのうち２名が子ども部の関係でした。そのうちの教育部関係に関しました１名の質

問を報告します。

竹内議員の方から「子育て環境の充実について」の質問がございました。答弁資料の最

終ページをご覧いただきたいと思います。主に国の方でこの８月に子ども・子育て関連３

法案が制定いたしました関係でそれに基づく色々な取り組みについて市としてどうする

か、予算についてどうするのかという質問でした。それと新制度における情報提供と相談

体制、支援法に基づく保育の拡充においての保育士の確保というものに見解を伺うとのこ

とで４点についてご質問がございました。

ご質問①②は関連がありますので併せてお答えいたしましたが、本市においても２５年

度に子ども・子育て会議を設置していく予定です。ニーズ調査についても新年度予算に見

積もる予定をしています。

③の新たな制度の情報提供、市民への周知の部分については、市の広報誌やホームペー

ジ、ケーブルテレビの番組における広報のほか、計画書や概要版を作成し、関係機関・団

体に配布することにより情報提供をしてまいります。

④の保育士の確保ですが、計画的な職員採用、退職者の再雇用や登録制度の活用、施設

整備に伴う集団規模的な保育士の確保を進めていきたいと考えています。

ご質問はお１人だけでしたので、そういうかたちでお答えさせていただきました。

次に毎月報告をさせていただいております湖東幼保施設整備の工事進捗状況について
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報告いたします。建築工事の１１月末現在の進捗状況は４０、５％でございまして、鉄骨

工事は立て方完了、屋根工事は金属屋根施行中、外壁工事は外壁取付中、建具工事はアル

ミサッシ及び間仕切り骨組み取付中でございます。

以上です。

ありがとうございます。ここまで何かご意見ご質問はございませんか。

部長からの議会の報告でグラウンドの砂が近隣の住民の皆さんにご迷惑をかけている

ということですが、学校周辺の自治会から教育委員会に要望書か何か出ているのですか。

まずどこの学校かと申しますと箕作小学校です。特に砂塵でご迷惑をかけておりますの

が能登川南小学校と箕作小学校です。箕作小学校の場合はご承知のように自治会があった

ところに小学校が建ちました。小脇全体から要望が出ているのではなくて、一番隣接して

おります福自治会というところからの要望でございます。どういうことかと申しますと特

に箕作小学校を作っていただいたころは土壌改良していまして、砂塵はあまり飛んでいな

かったのですが、その部分がなくなり、また今年は特に突風がよく吹きました。９月１７

日に福自治会が敬老会を行っていた時に突風が吹きまして、公民館のところに砂がたくさ

ん飛んできた写真を見せてもらったのですが、かなりの砂塵が飛んでいたようです。そう

したこともありまして能登川南小も砂が飛んでいますので、砂防ネットを張る対処はさせ

ていただているのですけれど抜本的な解決にはなっていないのは事実です。そういうこと

で９月末に議員さんと連名で要望書がでましたので何らかの対応をしなくてはいけない

と早急に教育委員会で対応策を考えました。箕作小学校の中に調整池のような一段低くな

っている場所があるので、そこに防砂ネットを５ｍほど張らせていただく話を１１月２８

日に私が地元に説明に行きましたが、そのような防砂ネットでは抜本的な解決にならない

とお叱りをいただきました。防砂ネットで様子を見てもらうつもりだったのですが再度検

討させていただくことになりまして、教育委員会でも議論し、もちろん教育長、市長まで

上げさせていただきました。先ほどの部長報告にもありましたように土壌改良というのも

なかなか決め手にはならず、防砂ネットも決め手にならず、日本中の学校が苦慮している

のが事実です。そうした中で近江八幡市が今、芝生化に取り組んでおられます。近江八幡

市が取り組んでおられる最大のねらいは学力や運動能力の向上が軸になっていまして、そ

の中の一つに砂防対策も入っています。そして芝生化について何が一番の課題かと色々な

人に聞きますと持続可能な維持管理ができるかどうかが課題であり、その維持管理ができ

ないから着手しないところが多いということでした。滋賀県中を調べてみても全体の学校

の４％も芝生化していないのが現実です。この４％の中にはやりかけて頓挫しているもの

もあります。しかし、来年につきましては東近江市でも芝生化を視野に入れて検討するよ

うにということになっております。また学校は学校の課題として維持管理ができる団体を

作っていただいて、維持管理ができる団体にお願いして、２５年に１年間持続可能な仕組

み作りをし、２６年度くらいから一部芝生も視野に入れて考えていきたいと思っているの

が今の現状でございます。

自治会は砂塵が飛ばないように対処してくださいということですが、自分たちが協力を

しようという前向きな対応はないのですか。芝生化を考えたときにその自治会の高齢者の
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方が水やりなど協力してもらえないのですか。

委員長がおっしゃるように教育委員会が話しているのはそこなのです。例えばＰＴＡに

しても自分たちの子どもの運動場が芝生になって運動・学力が上がるというと一生懸命に

なってくれるのですが、最初の理由が砂が飛ぶからだとなかなかその組織作りが難しいの

ではないかということで苦慮している状況です。

砂塵対策のための維持管理というのは非常に難しいのです。やはり学校教育上、どうい

う理由で芝生化が良いというメリットを訴えながらの維持管理制を引いていくこと。それ

が将来に向けた芝生化の効果も上がっていく大きな要素かと思います。学校はもとよりＰ

ＴＡや近隣の方にどう受け止めていただけるのか、そういう点から進めていけないかと思

っています。

たまたま今の箕作小学校の校長先生が湖東第２小学校にいたときにしていた地域支援

本部事業の保護者の方を取り入れての取り組みが今成功しています。そういう経歴から、

もし上手くいくのであれば近隣の方に声をかけて協力を得る前提のもとで芝生化にでき

れば良いのですが。

学校の先生や学校施設課が毎日芝生を管理することはできませんし、芝生化の維持管理

を例えばＰＴＡ、あるいは自治会、あるいはＮＰＯ等に仕組みを作っていただくことがで

きなければ委員長の言うとおり難しいです。

箕作に関しては当初学校を建設するという段階から話は出ていました。若干水分が多く

なるような土壌改良をしたうえで砂塵を止める対応をいたしました。土のところから住宅

地まで２０ｍほど離れていますが、その間をアスファルトにしたものですから簡単に言え

ば一旦アスファルトに砂が溜まるのです。直接砂が飛ぶときもありますが、アスファルト

に溜まった砂が吹き上げられて砂が住宅地へ飛ぶかたちになってしまっています。保湿的

な土壌改良した部分も３年ほどしか経っていませんが、年々運動場を使えば使うほど粒子

が細かくなっていきますのでだんだん状況は良くなってきたというお話です。それらは当

初から何らかの問題があれば市が対応するとお約束した中で学校建設を認めていただい

た経緯がございますので対応していかないといけません。

今後、例えば直近でいうと船岡中学校を改築していますが、その関係でグラウンドの位

置が若干ずれるのですが、それによっても同じようなことが起こる可能性もあるという気

がしています。よくあるのは今まで校舎であったところとグラウンドであったところを改

築のために入れ替えるということがありますが、それによっても同じようなことが今後起

こってくる可能性もあります。目的として効果としては先進事例をみましても、芝生化自

体は子ども達にとっても良いことですし、学校側にとっても良いことだと聞いております

ので、その辺りがきちんと地域に示されて地域としても問題がなくなるということになれ

ば良いかと思っています。

ありがとうございます。それでは次の項目に移らせていただきます。

議案第２９号「東近江市立八日市文化芸術会館条例施行規則の一部を改正する規則の制
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定について」お願いいたします。

議案第２９号「東近江市立八日市文化芸術会館条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について」でございます。

― 資料にて説明 ―

利用許可申請にかかる様式を変更するため東近江市立八日市文化芸術会館条例施行規

則を改正したく、本誌案を提出したものである。

ありがとうございます。

これについてご意見ご質問はございませんか。

― 意見なし ―

それではこの件につきましては、ご承認を得たということで、議案第２９号は原案どお

り可決いたします。

それではその他の項目に移ります。「平成２５年度教育関係予算の要求概要について」

お願いいたします。

「平成２５年度教育関係予算の要求概要について」

（教育総務課～人権課）

ありがとうございます。以上で説明は終わりましたが、１１月にもこれは説明いただき

ましたが、再度何かご意見ご質問はございませんか。

学校教育課のことで国庫負担金の支援員が今年度で終わるとお聞きしたのですが、どの

ような対策をとられるのかお聞きしたいと思います。

教育総務課とも多少関係がありますが、市費で支援員というかたちで昨年とほぼ同様の

数をお願いしておりますのと、一時期緊急雇用の雇用がなくなるという話がありました。

現時点で先ほど教育総務課からもございましたが、３６人分の緊急雇用により例えばオア

シス相談員やなめらか相談員など各学級に入ったり、仕事をしていただく支援員の雇用を

していただくようにお願いしておりまして、マンパワーとして数が下回らないように努力

いたしたいと思っています。

支援員の数が今年は何人でどうなるのかという数字を教えてただけますか。

はっきりとした数はまだわからないのですが、緊急雇用の部分を実現していただければ

３６人です。

国庫負担分の方がなくなるという前提で１１月以前は予算要求をさせていただいて、支

援員１４人増で初めは予算にあげさせていただいていたのですが、その後、国や県のほう

から連絡がありました。要望にあげておりました２４年度についている緊急雇用の予算が
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図書館長

２５年度も続くということで、今年２４人に対して来年３６人に支援員が増える情報を市

にあげております。実質は県の採択を受けないといけませんが、そのような増減になりま

す。

今年度より来年度は増えるのですね。学校のほうは国庫負担金の支援員がなくなるとい

うことで不安に思っています。

現時点の校長会議では来年度緊急雇用はなくなるという情報を流しております。今お話

していることも見込みですので、もう間もなくそういう不安が無いように来学期の校長会

議等で見込みが確実になった段階で伝えるつもりでいます。

よろしいでしょうか。他にご意見ご質問はございませんか。

図書館のことでお聞きしたいのですが、最終的に各地区に図書館を残していくというこ

とになっています。図書館は４８００万円の予算要求になっていますが、現在東近江市の

図書館の運営状況はどのようになっていますか。

合併後、財政的にも大変で図書館も特に資料費が減額されている中で予算要求でもお話

したのですが図書館の利用が減ってきています。職員をつけていただいて、それぞれ専門

性の中でサービスを広げていくという努力をしているのですけれど、それほど大きな減り

ではないのですが利用者が減ってきております。そういう中で４、８００万円の要求をさ

せていただいたのは県内では要求としては低くはありません。予算要求が高いということ

で獲得についても難しいかと思っていますが、７館それぞれの地域で図書館自体は規模に

差がありますけれど、そこでより良く生きる、情報提供をするにはこの金額を維持させて

いただきたいと思います。登録率ですが、図書館の登録率は６０％超えています。年に１

回くらい図書館に来るという人を含めますと６０％あるのですが、３週間に１回くらい図

書館に来るという人は３５％くらいになります。そこで図書館を利用できるということを

広めていければと思っています。

そして八日市図書館は２７年が経過してきているという中で施設の環境作りという意

味での修繕等の費用を年次計画を立てながら要求させていただいています。行革の中で愛

東の図書館がコミュニティセンターの中に移って、正規職員から臨時職員になりましたけ

れどコミュニティセンターの職員と地域のサポートがついていただいているので小さい

ながらもとても良い関係を築けていると思います。五個荘も地域の方、そして学校図書館

で効率的に良い内容のものになれば良いかと思っています。

八日市は絵画の貸し出しがありますが、あの絵画には万が一のために保険はかけてある

のですか。

保険はかけていません。皆さん本当に大事に扱っていただいているので大きな破損にな

るようなことは今までありませんでした。大きな破損がないので保険をかけていないとい

うのもおかしいかもしれませんが図書にしても全体的に東近江市の市民の方は大事に扱

っていただいています。
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ありがとうございます。では次に移ります。

「船岡中学校校舎改築工事請負契約議決について」お願いいたします・

「船岡中学校校舎改築工事請負契約議決について」

― 資料にて説明 ―

ありがとうございます。これについてご意見ご質問ございますか。

― 意見なし ―

では続きまして「伊庭町妙楽寺庫裡の火災について」お願いいたします。

「伊庭町妙楽寺庫裡の火災について」

― 資料にて説明 ―

ありがとうございます。続きまして「東近江市立五個荘コミュニティセンターの指定管

理について」お願いいたします。

「東近江市立五個荘コミュニティセンターの指定管理について」ですが資料はございま

せんので口頭にて説明させていただきます。この１２月議会に蒲生のコミュニティセンタ

ーの指定管理につきまして議案の提出し、議会承認をいただきました。来年の４月１日か

らまちづくり協議会に指定管理を行っていただきます。これに先駆けまして来年の１月２

３日に本庁の３階議会会議室にて指定管理の協定の調印式をさせていただきます。

そして五個荘コミュニティセンターの指定管理の状況でございますが五個荘地区にお

きましてはこれまで検討委員会の設置をされまして指定管理についての協議検討をして

こられたのでございますけれども、去る１１月２７日にまちづくり協議会の臨時総会を

し、２５年の４月から五個荘コミュニティセンターの指定管理についての議案の提出をさ

れ、承認を受けられました。これを受けまして今後の予定でございますが、諸手続きを経

て来年の３月議会におきまして五個荘コミュニティセンターの指定管理者の指定に関す

る議案の上程をさせていただくというようになっております。

また現在コミュニティセンターの機能移転につきまして、五個荘コミュニティセンター

の改修工事は現在工程通りの７５％くらいの進捗状況で順調に工事が進んでおり、来年の

１月１８日に竣工の予定と考えております。そして引っ越し作業をさせていただく中で隣

接しております旧五個荘の保険センターですが、こちらのほうが新しい五個荘支所になり

ます。五個荘支所も１月１８日に竣工する予定で２月４日に開所式を行う予定です。この

開所式が終わった後に調印式をこのコミュニティセンターで行いたいと思います。こちら

も蒲生コミュニティセンターと同様に４月１日から指定管理をされる予定です。

ありがとうございます。ここまでについてご意見ご質問ございますか。

― 意見なし ―
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無いようですので、各課報告に移らせていただきます。

まず、教育総務課から報告をお願いいたします。

― 教育総務課～図書館 （資料にて説明）―

ありがとうございました。

各課報告で提出されている資料は以上でございますが 他に何かご意見ご質問ござい

ませんか。

―意見なし―

それでは、次回の定例会の日程ですが１月２５日の金曜日午後２時から東庁舎Ａ会議室

で開催をさせていただきます。追って時間、場所等ご連絡させていただきますのでよろし

くお願いいたします。また、２月の定例会は２月２１日（木）に開催したいと思います。

以上で第１５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５０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


