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会議概要

事務局 開会

委員長 皆さん改めましてこんにちは。

もう八月が終わろうというのに暑い日が続いております。まだまだ残暑厳しい日が続く

かと思いますが、皆様どうぞ体調には十分に注意して職務に励んでいただきたいと思いま

す。

また八月初旬にはやまの子キャンプが開催されました。教育委員、教育長、部長を始め、

参加させていただいたところですけれども、子供たちも元気にキャンプを過ごして無事に

終了していただいたことと思います。生涯学習課の職員の方につきましては、たいへんご

苦労様でございました。ありがとうございました。

また、お盆も過ぎ、日も経ってきたわけですけれども、大津のいじめの問題がマスコミ

のほうでは少し収まってきたように感じてきた途端、教育長が襲われ暴行を受けたという

ことで、だんだん話しも色々と展開していく中で変わってきたのかなというふうにも思い

ます。これから違ったかたちで皆さんと共にお話し合いをしていきたいと思います。

またそんな中で今日新聞にも載っていたのですが、全国中学体育大会で皇子山中学校の

男子バレーボール部が全国優勝されたということで、あのような事件があった中でも頑張

っているのがうれしく思ったところでございます。

東近江市においても子ども達が色々なかたちで頑張ってくれていると思いますし、また

教育研究所におきましては夏休み期間、先生方を対象に研修会を持っていただきまして、

また違ったかたちで先生方も勉強していただいたかなと思い、本当にありがたく思ってお



各委員

委員長

教育長

ります。これからもよろしくお願いいたします。

それでは第１１回の定例会を始めさせていただきます。

まず、７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

しまして熟読いただいたと思います。ご異議はございませんでしょうか。

― 異議なし －

それでは７月の議事録の承認をいただきましたので坂田委員、川副委員に後程ご署名を

お願いいたしますのでよろしくお願い致します。

なお、今回の議事録署名人につきましては坂田委員と武田委員にお願いをさせて頂きま

すので、よろしくお願いいたします。

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。

今日はお忙しいところ、ありがとうございます。

先ほど委員長からもありましたが、やまの子キャンプの激励ありがとうございました。

それから湖東学校給食センターの厨房設備機器設計ですが、この審査委員会には武田委員

に委員長をお願いさせていただいておりますが、それも無事に終わりました。具体的な内

容については担当の次長から報告いたします。

そして臨時の教育委員会もやまの子キャンプの激励に来ていただいた後に開いていた

だき、平成２５年度東近江市小中学校特別支援学級教科用図書の採択をいただきありがと

うございました。第３地区と致しましては、今後それを県のほうに報告するということに

なっております。

それから、いじめ対策につきまして、議長、副議長と常任委員会の委員長、副委員長に

対しまして、８月１７日に谷川委員長にもお越しいただいて、どのように教育委員会とし

て現実を受け止め、今後どうしていこうとしているのか、どのようにして子どもの安心、

安全を守っていこうとしているのかということについてご質問、ご意見をいろいろ頂戴

し、お答えさせていただきました。９月の補正にも挙げておりますのが、子ども達に対し

てしっかり教員が向き合える時間を確保したいということ。それから、子どもや保護者の

いろいろな悩み、また教員もそういった悩みを持っていることも考えられますので、教育

委員会の専属のスクールカウンセラー、臨床心理士的なそういった資格を持った方を常駐

させたいと考えていることをお伝えいたしました。それから、これは９月の補正には挙げ

られませんでしたが、東近江市の地域の実態、子ども達の実態を踏まえて、どのように教

育を進めていけば良いのか、啓発も含め、命の大切さも含め、子ども達の意識の中にそう

いったことを育てていく、共生していく為にどうしていったら良いのかというような検討

委員会を１２月の時には補正をあげて立ち上げていきたいと思っています。これは市長か

らの提言でもありますが、私のほうも考えていたということで一致いたしましたので、１

２月補正を考えています。その中には、市民の代表として議員の方にもお入りいただきた

い、ということをこの会議でお願いをさせていただきました。

２点目でございますが、愛知県三好市の教育委員会の県外研修会を７月２６日にお受け

いたしました。主に３点のお尋ねでした。一点目が家庭、地域との共同による取り組みに

ついて、二点目が中学校区の子どもの育ちを支える成長支援についてどうしているのか、



委員長

教育部長

３点目が学校教育課だよりについてどのようにして頑張っているのか、というような学校

教育内容に関わることでしたので、私と中村課長で対応させていただきました。簡単に市

の紹介を私の方から説明させていただきながら、教育要覧、あるいは学校教育の重点事業

等、各課が取り組んでくださっています資料を関係資料としてお渡しをして、課長及び私

のほうで説明をさせていただきました。三好市のほうでは毎年教育委員が県外の研修をさ

れて、まとめのような簡単なものをホームページにもあげておられました。この間の東近

江市の訪問がどのように報告されるのかが少し心配なのですけれど、予定時間がオーバー

しておりましたけれども、熱心にご質問いただきましたので、私が現場で経験してきたこ

との一例を述べながら説明をさせていただきました。

３点目でございますが、８月８日の東近江市立学校・園管理職夏季研修会を湖東の公民

館で行いました。午前中の講演は「テクノクラート 小堀遠州の生涯と人生観」というこ

とで、～行政と芸術の間（はざま）で～どのように自分をコントロールしながらまた政務

にどのように携わっていったか、小堀遠州の足跡を交えてお話しをしていただきました。

そして午後が幼保と小中とに分かれた部会別の研修会で、管理職として自校の課題にど

う向き合ってきたのかというレポートを基にしたグループの討議という進め方をさせて

いただきました。

午前中の講演には武田委員に参加していただきまして、ありがとうございました。研修

の評価シートを私自身まだ見ておりませんので全体のことは把握できてはおりませんが、

中にはぜひ教育委員さんのほうにも参加いただきたいと、管理職がどのように思い、どう

いうことを悩んでいるのか、そういう意見交換をやっておりましたので、そういうところ

も聞いていただき、またご意見やご指導いただけるとありがたいという声も聞きましたの

で、次年度できるだけご都合つけていただいてご参加いただけると大変ありがたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。

最後４点目でございます。授業時数が増えて大変だという現実がございます。今年度、

中学校の空調設備が完了しますし、次年度は小学校残り６校が完成予定ですので、それを

もって東近江市立の学校管理規則の見直し、授業時間の確保を図りたいと考えておりま

す。そのため、来年度につきましては、現行のままでしか仕方がないのかなと思っており

ます。

以上です。

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。

７月定例会では、特にいじめに関して様々なご意見をありがとうございました。先生と

児童生徒が触れ合う時間の確保などについていただいたところです。こうしたことも踏ま

え、９月議会に提案しております補正予算ついて説明をさせていただきます。

お手元の「平成２４年度９月補正予算 教育委員会関係の予算概要」をご覧いただきた

いと思います。初めに、教育総務課の職員給与費がありますが、後程他の項目と併せて説

明をさせいただきます。児童生徒等支援事業につきましては、通学路点検とスクールバス

廃止に伴います看板５４枚分の、３４９千円を計上しております。

次に、学校施設課では、小中学校の施設管理に要する施設修繕料としまして、消防の点

検結果を踏まえたものや、防犯灯、防犯カメラの不良による取替えなど、各々５，０００



委員長
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千円としております。

学校教育課におきましては、当初予算で、支援員や相談員を配置しておりますが、精査

をする中で、更に必要な人員配置をするものです。先ず、「なめらか支援員」は、小学校か

ら中学校へなめらかに繋いで、中学校１年生の不登校などの防止を図るもので、３名を予

定しております。次に、「心のオアシス相談員」は、ストレスなどを抱える児童の話し相手

となっていただき、安心して小学校生活を送れるようにするもので、これも３名を予定し

ております。「スクールカウンセラー」につきましては、児童生徒へのサポートや子育てに

悩む保護者へ柔軟な対応を行い、教育相談や学校との連携を強化するために、教育委員会

に１名配置するもので、合計７，６１５千円でございます。また、教育指導事業のエネル

ギーに関する器具購入費１，０００千円は、全額県費補助でございます。

次に、生涯学習課ですが、１０月１日から愛東コミュニティセンターの指定管理に向け

まして、８月２１日には仮調印式を滞りなく終えることができました。このことから、公

民館管理運営事業の維持管理費３，７０５千円と、上段に記載しております教育総務課の

職員給与費５，２２９千円の１０月以降分を減額しまして、指定管理料として９，６４０

千円を計上したものです。また、指定管理料の債務負担行為を、別紙「債務負担行為見積

書」のとおり、平成２５年度は２４，２５５千円、２６年度は２４，１５０千円を計上し

ております。また、施設修繕として、能登川のやわらぎホールの空調修繕料を１，３００

千円としております。

図書館につきましては、能登川図書館の下水の汚水ポンプが２基のうち 1 基が故障して

おりますが、残る１基の状況も危ういことから、７００千円で修繕することといたしまし

た。

最後に、学校給食センターでは、湖東学校給食センターの整備の関係上、２６年度まで

は愛東と湖東地区４小学校の自校給食を継続する必要がありますので、学校給食調理委託

料を債務負担行為として、別紙の裏面にありますように、２５年度・２６年度それぞれ４

２，９６６千円としております。

以上、９月議会に提案いたします補正予算について、説明させていただきました。

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。

今ほど教育部長より補正予算の説明がございました。私どものほうも資料が用意されて

おります。概要の 2ページ裏面になりますが、その部分が健康福祉こども部の関係でござ

います。建物としましては、幼稚園の施設管理事業といたしまして３，０００千円の補正

を計上いたしました。その主なものは漏水補修や幼保一体化施設の空調設備など緊急を要

する修理をもう全て行ったため、後期に向けて老朽化した暖房器具や設備、配管漏れ等の

修理に要する予算が不足をしてまいります。また老朽化している遊具等は４月以降に大変

ひどくなってきたものについて園児の安全確保の為に早急に修理をする必要がございま

した。そういった器具等の修繕状況を含めまして補正予算をお願いしたいという内容でご

ざいますのでよろしくお願いいたします。器具等修繕料に１，０００千円、施設等修繕料

に２，０００千円で３，０００千円になります。

もう一点は６月２５日、議会承認をいただき７月６日に起工式を行いました市立湖東幼

稚園統合幼保一体化施設の工事の進捗につきましてご報告をいたします。現在７月末時点

での進捗率は４、６％でございます。課題としては現在ございません。
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以上でございます。

ありがとうございました。ここまでで何かご質問等ございませんか。

補正予算で部長から報告がありました緊急雇用創出特別対策事業で「なめらか支援員」

「心のオアシス相談員」「スクールカウンセラー」の配置ということですが、それぞれの

勤務体系ですが、どういった勤務になっておりますか。

今までから当初予算ですけれども「なめらか支援員」「心のオアシス相談員」はそれぞ

れ学校によって時間が変わってまいります。だいたい１日に５時間から７時間くらいの間

での勤務になります。「スクールカウンセラー」につきましては新たに配置するというこ

とです。

よろしいですか。それでは２番目の議案に移らせていただきます。

議案第２３号「東近江市小学校遠距離通学者通学費補助金交付要項の一部改正につい

て」説明をお願いします。

それでは議案第２３号「東近江市小学校遠距離通学者通学費補助金交付要項の一部改正

について」説明をいたします。提案理由につきましては９月より五個荘小学校の通学バス

を廃止することから、当分の間児童が公共交通機関を利用した場合の通学利用について補

助金の交付を対象とする要綱の一部改正を行うものでございます。資料２を見ていただき

ますと新旧対象表がございます。主な改正点につきましては第４条のところで、今まで年

間利用者の表現で補助金を出しておりましたが、その表現を往復利用者というかたちで補

助金の金額を出していくということで表を変えております。また、通学におきまして、今

までは年間の通学定期券での利用を考えておりまして、それを対象といたしておりました

が、今回、五個荘小学校の関係につきましては、片道公共交通機関を利用し回数券を購入

した場合についても、補助金の交付の対象とするかたちで改正を行っております。なお、

五個荘小学校の通学バス利用期間は、徒歩通学に移行までの経過措置としており、この８

地区を補助金の交付の対象とするものでございます。なお、様式等についても一部改正し

ております。

以上が主な改正点でございます。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。今、説明のあったとおりでございますが、これについて何かご

意見ご質問はございませんか。

―意見なし―

それではこれにつきましてはご了承を得たということで、議案第２３号は原案どおり可

決するものとします。

それでは続きまして３番目協議事項移らせていただきます。

「平成２４年９月議会上程案件について」の説明を各課よりお願いいたします。



清水次長 それでは「平成２４年９月議会上程案件について」の説明を行います。

市立御園小学校耐震補強・大規模改修工事（建築工事）の変更請負契約の締結につき議

決を求めることについての説明をさせていただきます。平成２３年６月１日に市議会定例

会において可決をいただき、平成２３年６月１日から平成２４年１０月３１日までの工事

期間で現在工事を進めておるところでございます。御園小学校耐震補強・大規模改修工事

の７月末現在で進捗率７１、７％まで工事が進んでおります。今回の契約変更の主な内容

は、資料の５ページに準備させていただきました図面の黄色の箇所の用地買収ができたこ

とにより、黄色と赤色の箇所を駐車場整備するものが大きな変更になります。一方、青色

の箇所については当初は擁壁を建設する予定でしたが、御園小学校の前身がお寺用地であ

り、お寺さんとの用地交渉の際に歴史に関するお話をいただき、現在の石組みをそのまま

残すことはできないかと再度検討した結果、工法的にも景観的にも問題がないということ

から擁壁工事を外させていただきました。その結果２，４７４，８５０円を増額し、契約

額が４０５，１４９，８５０円、内消費税１９，２９２，８５０円の変更請負契約を締結

するものです。次に議会で議決いただいております工事の進捗状況について、報告させて

いただきます。資料の６ページで、御園小学校耐震補強・大規模改修工事は順調に進捗し

ております。今ほど説明させていただきましたとおり、駐車場の整備、グラウンド整備等

をこれから進めていきたいと考えております。布引小学校耐震補強・大規模改修工事、船

岡中学校校舎改築工事及び玉園中学校耐震補強・大規模改修・武道場新築工事につきまし

ては６月２５日に議会承認をいただき、外部仮囲い設置、外部足場組立等工事の準備分を

現在進めているところでございます。続きまして９月議会の上程はないのですが、（仮称）

湖東学校給食センター厨房設備機器設計プロポーザル審査結果について御説明させてい

ただきます。７ページから１２ページの資料をご覧ください。７ページ（仮称）湖東学校

給食センター厨房設備機器設計プロポーザル審査にあたりまして６月２１日に東近江市

学校給食センター厨房設備機器設計プロポーザル審査委員会設置要領に基づき８人の委

員を任命させていただきました。本日、出席いただいております武田委員を委員長にお願

いし、いろいろとご審議いただき本当にありがとうございました。おかげを持ちまして審

査結果が決まりましたので、審査経過について御説明させていただきます。指名業者につ

きましては市登録業者のうち、過去５年間において、調理能力が１日あたり４、０００食

以上である学校給食センターの厨房機器一式の納入実績を有すること。自社製品で設計、

施工、納入後のメンテナンスを自社で一括して行う能力を有するなどの要件を満たす４業

者に指名を行いました。２業者が辞退し、７月１３日に２業者から提案書が提出されまし

た。そして第１回プロポーザル委員会を７月１９日に開催いたしました。第１回の議題に

ついては学校給食センター建設概要の説明、審査委員会の日程と今後のスケジュールにつ

いて、審査における評価要領と審査結果の公表について協議をいただきました。審査項目、

審査方法、決定方法についても協議いただいております。第２回プロポーザル審査委員会

を７月２５日に開催し、提案説明、プレゼンテーションが各業者からありました。プレゼ

ンテーション終了後、採点を行いました。Ａ社を１位とした委員５名となり、Ｂ社を１位

とした委員３名を上回ったためＡ社に決定いたしました。Ａ社は株式会社ＡＩＨＯ京都営

業所です。７月３０日に第３回プロポーザル審査委員会を開催し、審査結果及び審査公表

資料の作成が行われ、公表資料の確認が行われました。審査委員会の採点結果及び審査講

評を資料として付けさせていただいております。中段以降にもありますように２社の提案

で大きな相違点は幼稚園、小学校、中学校の夏季休業期間中の保育園給食調理（９００食）



委員長
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事務局

の考え方だったと思っております。Ａ社は平常時使用する厨房機器の一部を部分稼働でき

るように設計することで対応する提案であり、Ｂ社は専用エリアを設け、夏季休業期間中

はこの限られたエリアのみを稼働させ対応するという提案でございました。提案をコスト

面から比較すると、厨房機器設置にかかる初期導入費用はＡ社が低く、厨房機器に係る維

持管理経費はＢ社が幾分低いというものでした。人員配置計画を見るとＢ社は作業区画が

大きいことや保育園専用エリアを設けていることから、配置人員が多く見積もられてお

り、人件費を含めた維持管理経費もＡ社が低くなると考えられました。以上のようなこと

から、Ａ社である株式会社ＡＩＨＯ京都営業所の評価が高くなったと考えられます。９ペ

ージに２業者の提案概要を添付させていただいております。その結果、今申し上げました

とおり、株式会社ＡＩＨＯ京都営業所に決まりました。

以上です。

ありがとうございました。他に何かございますか。

生涯学習課のほうから愛東コミュニティセンターの指定管理者の指定につき議決を求

めることについて説明させていただきます。

愛東コミュニティセンターの指定管理で指定管理者が愛東地区まちづくり協議会、指定

期間は平成２４年１０月１日から平成２７年３月３１日まで指定管理を行いたいという

ことで提出させていただきます。

愛東まちづくり協議会から平成２４年７月２５日付けで指定管理者指定の申請書提出

があり、これを受けて９月の定例議会におきまして指定管理者の指定と平成２５年度２６

年度の２カ年の債務負担行為４８，４０５千円及び平成２４年度の６か月分の指定管理料

９，６４０千円について議案の予定をさせていただいております。

今日までの主な経過としましては平成２２年度に指定管理に伴う検討部会を、更に２４

年度には地区内の全ての自治会（２３自治会）がまちづくり協議会に加入していただき、

指定管理を受託するための組織体制の充実を図る中で、平成２４年５月１０日のまちづく

り協議会定期総会におきまして指定管理の受託を決定していただいたところであります。

次に申請内容ですが、運営方針につきましては地域に開かれ、地域の意向が反映される

運営、また利用者へのサービス向上などが方針とされております。また、職員の配置や勤

務体制につきまして、平成２４年におきましては現行どおり、２５年度からは館長１名、

職員４名の配置になります。事業計画としましては市の指定事業や地域のこれまでの取り

組みや活動を生かした計画を考えております。

つづきまして、社会教育費の公民館費、生涯学習課の文化振興施設管理運営事業におき

まして１，３００千円の補正をお願いすることになります。これは能登川地区のやわらぎ

ホールの冷暖房設備の故障による修繕費でございます。また排煙装置の煙突の修繕にも係

るもので１，３００千円の補正をお願いするものでございます。

以上でございます。

ありがとうございます。何かご質問等ございませんか。

それでは続きまして、「平成２５年度以降の主要事業について」の説明をお願いします。

市長、副市長と教育委員の懇談が予定されておりますので、教育委員会としての重要な



委員長

教育総務課長

委員長

坂田委員

教育総務課長

坂田委員

教育総務課長

委員長

教育総務課長

委員長

教育総務課長
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事業の説明をしていただくため、その時の参考として来年度以降の主なもの、課題なり要

望なり重要案件について挙げさせていただきましたので、各課から説明させていただきま

す。

それでは、教育総務課からお願いします。

意見交換会の資料に皆さん方の思いや教育委員会の思いを代弁していただく資料にな

るものです。その主なものにつきまして各課から説明をさせていただきまして、またわか

らないことはご質問いただきまして、来月の委員会には各委員がどのような事業につい

て、市長との意見交換を考えていただいているのかお聞かせいただければ幸いです。

（資料により説明 教育総務課～幼児課・幼児施設課）

ありがとうございます。ご説明いただいた中で何かご質問はございませんか。

教育総務課の通学路の安全確保のところで、啓発看板の設置ということですが、この予

算は看板の設置のみの費用ですか。

予算的に思っているのは看板だけの作成費用です。

各学校から危険個所の報告があるということですが、それをまとめた資料があればいた

だきたいので、よろしくお願いします。

はい。わかりました。

他に何かございませんか。

ないようですので、続きまして「東近江市市政功労者表彰の推薦者報告」についてご説

明をお願いしたいと思いますが、これについては教育委員会からの推薦で今後審査会によ

って決定をされるということで、今回非公開とさせていただきます。

それでは教育委員会から市政功労者表彰の推薦というかたちで各課から、該当のとりま

とめを教育総務課でさせていただきました。学校教育課から推薦があり、東近江市の表彰

規則第４条５号に該当される方が１名おられましたので、この方の推薦についてご協議を

お願いいたします。

今のところは１名ですか。

はい。１名だけです。

この件に関しまして、推薦をするということで承認させていただいてよろしいでしょう

か。

－異議なし－
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ありがとうございます。それでは、この方を教育委員会から推薦させていただきます。

それでは各課報告に移らせていただきます。

まず生涯学習課 お願いいたします。

（資料により説明 生涯学習課～人権課）

ありがとうございました。

各課報告で出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。

資料はありませんが２点ございます。１点は市内幼稚園の運動会について、お手元にお

渡ししていると思いますが、この日程で教育委員の皆さんには申し訳ございませんが、来

賓として子ども達の姿を見てやっていただきたいと思っていますのでよろしくお願いい

たします。なお詳細につきましてもお渡ししたいと思いますのでよろしくお願いします。

もう１点は情報ということでお伝えしたいのですが、８月２１日に妙法寺町にあります

市立つつじ保育園で職員室に入られる盗難がありました。朝７時２０分頃に職員が出勤し

たところ、職員室のガラスが割られて金庫が開けられており、保管現金８２，９３９円と

職員室のガラス１枚６５１０円相当のものが割られ、２段キャビネットの施錠された前の

引き出しを何かでこじ開けられようとしたという被害がありました。園児、職員の個人情

報や通帳、印鑑等は大丈夫でしたが現金がなくなっていたということです。

この事件を受け、すぐにメールで重要書類の取り扱い等について周知したところです

が、本日１６時から臨時園長会を開催し再度周知したいと思っています。

以上です。

ありがとうございます。他になにかございませんか

学校教育課から資料はございませんが口頭で４点お願いいたします。

お手元に配らせていただきましたのは、小中学校体育大会の来賓としてお願いしている

予定でございます。学校教育課だより８月号はございません。

まず、１点目は明るいニュースでございますが、全国中学校体育大会には２校から３種

目参加がございましたので、先ほどの皇子山の件もございますが市でも頑張っている子ど

もたちがいるということを口頭で報告させていただきます。まず、個人競技としまして、

能登川中学校の１年の男子生徒１名が相撲選手権大会、国技館に出場いたしました。また、

同じく能登川中学校の１、２年生女子生徒３名がそれぞれ個人で空手選手権大会、広島県

に出場いたしました。結果はまだ聞いておりません。更に、団体競技といたしまして朝桜

中学校の 1年から３年までで構成する女子ソフトテニスチームが山梨県甲府市での全国大

会に出場いたしまして、見事全国３位という栄冠を獲得いたしまして、活躍をしておると

いうことでございます。

２点目ですが、今ほど申しました運動会、体育大会への来賓として委員の方には、それ

ぞれの学校に臨席をお願いしたいと思います。なお、武田委員の五個荘小学校の２２日が

雨天の場合、ぶらりまちかど東近江の関係で２４日に実施されますのでよろしくお願いい

たします。なお、中学校はご覧のとおり、８日から１５日の土曜日までの間に６校行いま
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すが、平日ということもありますので教育委員会事務局のもので対応いたしますが、委員

の方にはもしこの学校にというのがございましたら来賓として出席いただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。

申し遅れましたが小学校１６校がこの２２日に行い、６月に既に６校が終わっていま

す。中学校も３校は終わっています。

次に３点目でございますが、県の教育委員会が作りました非常に良くできております

「ストップいじめアクションプラン」という紙ベースのものがございます。この電子版が

県教育委員会のホームページ、生徒指導のところにありますので、ここに市教委のホーム

ページからリンクを貼りまして、見ていただけるようにしましたので保護者の方や一般の

方も「ストップいじめアクションプラン」がご覧いただけますので、委員の方にもご覧い

ただければと思います。

もう１つは文科省の調査が行われておりまして、現在集計に向けて各学校から２７日の

市教委への締切ということで、国のいじめに関する調査をしております。県教委の締切が

９月５日、国は９月２０日に締切ってまとめますので、多分秋口にはこの一連の調査の結

果がでてくると思われます。

今回、独自にいじめに対する対策の指針を作成しており、素案ができましたのでこの後

追加議案として提出させていただきますので、ご審議賜りますようお願いいたします。

最後４点目ですが、来年度、小中学校で全て空調設備が完了することから平成２６年度

からの教育課程、特に夏季休業中の授業日数確保の意味から夏季休業の日数をどうするか

検討していきたいと思っております。来年度、早い時期に教育委員会に提出させていただ

き協議願うこととなりますので、よろしくお願いいたします。

以上、よろしくお願いします。

ありがとうございました。今の追加の議案につきましては、後程協議させていただきま

すので、よろしくお願いします。その他に何かございませんか。

今年はこの夏、局地的に大雨が降りまして、私たちの地域では八日市など一部の地域で

床下浸水などお聞きして、本当かどうかはわからないのですが、文芸の近くの方が文芸の

ステージが被害にあったと聞いたのですがそうなのですか？

文芸のステージのところの建物の構造で雨どいが建物の中を通ったかたちになってお

り、排出のほうが間に合わない状態になってステージ袖の階段の下のところに水が入って

きたということです。現在、調査中ですが、以前にも大量の雨が降った時に中に水が入っ

てきたというようなことがありましたので、雨どいを建物の外に出すようなことも含め検

討しているところです。

他に何かございませんか。よろしいですか。

ないようですので次回の定例会の日程ですが、９月２１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のでよろしくお願い致します。また、１０月の予定

ですが１０月２３日、２４日の、２５日を予定させていただいておりますが、いかがでし

ょうか。
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２３日が良いというお声が挙がっておりますので２３日火曜日でよろしいでしょうか。

― 異議なし ―

では追って時間、場所等ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します。

また、７月の定例会からですが、大津のいじめの問題に関係し、いじめ問題などについ

て少しお話合いの場をつくっていただきたいというご意見もございました。できれば中学

校だけでも毎月定期的に学校訪問をしていただけるとありがたいというご意見も頂戴し

ております。教育委員や学校教育課だけではなく、生涯学習課、スポーツ課、文化財課、

子ども達を向き合う機会も多くございますので、もし何かいじめの問題とつながるご意見

いただけましたら、少し時間を頂戴いたしまして皆さんでお話をしていきたいと思いま

す。前回、教育委員のみなさんには一言ずつ頂戴いたしましたが、各課のほうでご意見ご

ざいませんでしょうか。

就学前の子供たちの育ちの中で親さんの考え方というか関係が影響しているのではな

いかということを言わざるを得ないことがあります。まだ現場の聞き取りはしておりませ

んが、私も幼稚園も長かったのですが、そのころは幼稚園というのは大人が対応する時間

が多くあります。今は保育時間が長くなっていますけども、以前は早く帰っていましたの

で。そうしますと大人の方、特にお母さん方は余裕がありますので輪をつくります。輪を

つくられるとそこに新たな人が転入されてきますとなかなか入りづらいというかたちが

できてしまいます。保育園に行きますと保育園の親さんはそういう余裕がありませんので

輪をつくりにくいということがあります。先だっても親さんが泣きながら訴えられたこと

があったのですけれど、地域の中で子どもを育てることが良いと思っていたけれども、み

んなから疎外されているとお話しをされたことがありました。そういったことが子どもた

ちの世界にも少なからず影響しているのではないかと思いますので、ぜひ協議の中でそう

いうお話しもさせていただければと思います。

幼児課としまして園長ともそういう意見もいただきながら、幼児期にどういうことをす

れば良いかということも検討していきたいと思います。

確かにそういうことを言ってくれるお母さんは助けられるのですが、心に秘めている方

は助けられないので、できればそういうように積極的に言葉を発していただけるようなシ

ステムづくりというのも大事かと思います。文化財課は逆に出前講座に行かれて見る子ど

も達の雰囲気はどのような感じですか。

体験教室などをさせていただいている中では、自分の方から積極的に参加しているので

なかなかいじめの事例だとかそういった具体的なことを見たことはありません。しかし、

今までの経験、これからやっていく催し、啓発活動の中で意識していけば何かお役に立つ

ことができるかと考えております。

ありがとうございます。他に何かございませんか。

図書館には学校に行けない子どもが比較的来ます。居場所として家庭に居れなくて、学
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校にも行けなくて、地域で自由に行ける場所として７つの図書館が使われていたりしま

す。例えば愛東図書館は小さいですけれども親子で来て過ごし、少し職員と話しをし、図

書館と学校が連絡をとるというかたちをとっています。そして、居場所として使いながら

何が問題か聞き取りをした部分は、本人が困るという場合は言わないのですが、間接的に

学校に言ってあげることで少し子どもと学校が繋がっていけるように各館で取り組んで

います。

もう一つは子育て支援で今、例えばお母さんが孤独になっているなど、色々と地域で困

っている人に仲間をつくる、こういうところがありますよという情報発信をできるだけや

るようにコーナーを作っています。９月からは子ども達が本当に人間として優しい気持ち

の子どもになってくれるような本、みんな本当は優しい人間なんだと思えるような本や、

中学生にもほっとするような本を読んで、友達のことを考えたり、家族のことを考えたり

することができるように、図書館として本を薦める取り組みをしていけたらと考えていま

す。担任の先生などには言えないけれど第三者なら気軽に言えたり、中学生も職員に話し

をしたりすることもございますので、図書館もきめ細かい対応をしていきたいと思ってい

ます。

ありがとうございます。他に何かございませんか。

大津のいじめの問題もそうですが学校現場だけでなくインターネット上の問題もあり

子ども達の世界は大人以上にネット内、携帯からの情報が氾濫しているのが現状だと思い

ます。子どものいじめだけでなく、差別の問題でもネット上は書きたい放題という部分が

あります。ネット上はどうしても人権的な問題より表現の自由のほうが尊重される傾向が

ありますので、そのあたりが問題になっていると思います。

ありがとうございます。色々な形で気を配っていただいて、子どもを見る目を養ってい

ただければと思います。いろいろなお話しを聞かせていただいてプラスになったかと思い

ます。

それでは、先ほど学校教育課長から提案のありました追加議案について説明を求めま

す。

それでは議案第２４号東近江市「いじめ対策の指針」について、ご説明申し上げます。

経緯といたしましては先ほどお見せした「ストップいじめアクションプラン」というの

が県のものでございまして全国的にも出ておるのですが、市の具体的な指針、ガイドライ

ンを教員等にも示す必要があるということから作らせいただきました。現時点で最終稿に

差し掛かっておりますが段取りと致しましては、本日審議いただきました後、最終文字の

チェックと読み合わせをいたしまして、９月５日の校長会議で配布したいと考えておりま

す。また、議員の方にも配布する予定で、もちろん公にも発表する予定ですのでよろしく

お願いします。

それでは説明させていただきます。大きく分けて３つの部に分けておりまして、いじめ

についての基本的な考え方を本文のページにもってきまして定義から始めまして、こうい

うのはいじめであるということで始めさせていただいております。



委員長

学校教育課長

教育長

学校教育課長

教育部長

坂田委員

学校教育課長

武田委員

それから３ページから４ページにかけましては教育委員会の取り組みということで教

育委員会としてはやはり学校への支援や指導をして学校の取り込む状況の点検、そして関

係機関との連携、対応、保護者、地域との連携等が重要な点でございますのでそこに記述

をいたしました。最後の５ページ以降が学校の取り組みということで、これが学校のガイ

ドラインとなろうと思います。大きく学校の取り組み、家庭との連携、地域との連携とい

うかたちで作っております。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、今日お持ち帰りいただきまして、文言等ご指導いただく点につきましては、誠に

勝手なお願いですが、８月２９日までにご連絡いただければありがたいと思います。

今すぐ読んで審議というのも難しいので、８月２９日までにご意見、ご指摘等見つけて

いただければご連絡させていただくということでよろしいでしょうか。

２９日までにいただけると大変ありがたく思います。連絡は学校教育課までお願いしま

す。

６ページ（２）の①の別添のチェックシートはありますか。それと③の生活ノートとい

うのは。

別添のチェックシートのサンプルがありますのでお送りします。生活ノートは各学校独

自で連絡帳レベルのものや交換ノートみたいなものを作っていただきます。

これをなぜ作るのか。県の「ストップいじめアクションプラン」が大変良いものだと言

われているが、東近江市の指針として出す意図を記載する方がいいのではないですか。

これはどこに配布されますか。

紙ベースでは各小中学校に配付予定です。また、一般にはホームページからご覧いただ

けるようになります。

「ストップいじめアクションプラン」は県の教育委員会いじめ対策チーム委員会が作っ

たものですが、それを補完するものではないのですが、市の教育委員会が作る意味といた

しましては、まず「ストップいじめアクションプラン」というのはどういう行動を起こせ

ば良いのか、どういうステップを踏めば良いのかということが書いてあるのですが、そも

そも指針ですので基本的な考え方を示すとともに、東近江市の教育委員会としての取り組

みの方針を示した後に、各学校の具体の行動について書かせていただいたということで

す。チェックシートがないので学校の取り組みのところは詳しく見ていただけないのです

が、そのような意味合いで、市の中での学校が使うときに拠りどころにするということで

作成をいたしました。

大津の事件があって、全国的にいじめの被害にあった子ども達が障害や暴行などで被害

届を出したりしています。そのへんは学校での取り組み、教育委員会の取り組みですので

被害を受けた子どもの警察への被害届などは、教育的な面でおかしいのかもしれません。

文科省はいじめは犯罪であるということで警察への届出などそういう指導があるのか把
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握しておりませんが、どのような指導になっていますか。

今の文科大臣はそこまでは言っておりません。談話の中の言葉ですが、逆に警察のほう

が連絡を受けたら、警察庁のほうから文科のほうに報告をしてもらえるようにお願いして

いるということです。

生徒指導的に問題が起こった場合は学校からもちろん報告が上がりますので、それを市

教委として教育委員会に報告をあげるという教育委員会レベルでの事務的な流れはあり

ますが、もちろん学校から警察へ通報するなどのことも教育委員会として把握しておりま

すので、それを指導して通報するようにというのは言わない方向ですが、傷害事件が起こ

ったときは学校から警察に通報が行くのは最近では通例です。

被害届は出さないけれど報告があるのですね。

学校でさまざまな生徒指導的な問題があれば報告をいただきます。些細なことからいろ

いろと報告があります。

隠された、盗られた、怪我をしたなど細かな項目があります。

その欄の中にいじめという項目もあります。

確かに今、こうなってくると些細なことや、いじめと違うことでも強大になる。いじめ

だと思った時に調べて、違うなら違うで白黒はっきりさせるとみんなが安心すると思いま

す。間違っていても結構です。まずご一報くださいという言葉がテレビコマーシャルであ

りましたが、私達の時代は少々殴られようが挫けないというか、少々何があっても大丈夫

でしたが、最近は時代が変わって挫けてしまう子を余計に攻めることがあるようですし、

未然に防ぐということが大切で、マニュアル的なものを作れば、先生方もこうしたら良い

とわかるかと思います。今、先生方でもどうすれば良いかわからいのではないか、言うべ

きか、言わないべきか、どうすれば良い方向へ導けるのか、戸惑いがあるのではないかと

思います。

少し話が変わりますが、先ほど人権課のほうからのネットでのやり取りのことで話しが

ありましたが、朝桜中学校の子ども達がモバゲーに参加していまして、そうすると実際に

人権侵害の表現があるのです。結局、朝桜中学校の生徒がとか、どこどこ地域のものはと

いう表現で個人を特定していないので、特定の人間に対する人権侵害にあたらないわけで

す。ですからネット上から削除されていない。ただ、それ以上に書き込むということがな

いように指導しています。

書き込みの生徒、見ているだけの生徒含めて１４人ほどいたのですが、家庭訪問をして

親に全て話しして指導しましたので、それで収まっているだろうと思っています。

体育祭の件ですが、前回１７日に教育長、部長と議員さんとお話しをした中で、１０月

くらいから中学校を対象に学校訪問をする予定です、というような話しをさせていただい
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た中で澤田委員長さんが１０月からでなくもっと早くからしたほうが良いという話しで

した。そんな中で９月は体育祭にもみなさん教育委員として訪問されますので、そこから

のスタートでお願いしますという話しをされてましたので、坂田委員は永源寺中学校へ行

こうかとおっしゃっていただいてますし、私も八日市、湖東中へ行きたいと思います。武

田委員も川副委員も、愛東、聖中へ行っていただけるようです。永源寺中学校を坂田委員

湖東中は私が、川副委員は愛東中に武田委員は聖徳中へ行かせていただきます。

ありがとうございます。

いろいろな学校を見ていただくために、次回からは順番に違う地区を訪問していただこ

うと考えています。

小学校は土曜日開催でいろいろな学校へ訪問できるように振り分けていただいていま

すが、中学校は平日開催が多いので、できれば次年度以降、土曜日で調整していただける

とありがたいので、よろしくお願いします。

今、手元に追加でお配りしましたのがチェックシートでございます。これを学校で見本

として示し、作成して、子どもの小さな変化に目を付けるということでございます。

この四角いところには何を書くのですか。記入するのは担任ですか。

四角い枠には気になった生徒の名前を書きます。書き込むのは担任の教師です。

学校の取り組みとして教員の見る目を育てるということです。指針ですので学校に応じ

て作り替えるかもしれませんが見本として作りました。

今、教員、学校が教育委員会にこういう報告を出すものはあるのですか。

毎月学校から教育委員会に件数や内容が報告されます。そのときは件数だけですので、

個人名はでてきません。

あといじめの疑いのある事案の報告書というのはこういうものを作っておりまして、そ

れを基に集計しまして、前回、前々回の定例会でお話しした毎月小学校では２２件程度、

中学校では７，８件、多いときは１０件くらいあるということです。毎月いじめの疑いの

ある事案としても報告してもらいます。それだけですと誰が発見したのか、誰の訴えなの

か、本人からか、どこからの情報かわからないので今はそれに少し改良を加えまして、生

徒指導に指示を出しております。

先ほどの追加の議案、東近江市「いじめ対策の指針」ですが、本日お持ち帰りいただい

て、２９日までにご意見、修正がございましたらご連絡をお願いいたします。その中でみ

なさんのご意見をまとめ、課内会議での最終チェックを３０日にいたしまして、３日には

お手元にお届けし、そして、５日水曜日の校長会で学校に配布します。

そして、先ほど坂田委員さんから点検個所の資料をということでしたので、資料をお渡

しいたします。８月に４担当課によりまして集計した部分と県道等の点検の部分です。地
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図をつける時間がなくて申し訳ございません。該当路線名、要望箇所、学校名等がありま

すので、わかりにくいようでしたらお問い合わせください。今後の対応は今現在担当の部

署でさせていただくところです。まだこれが正式な確定ではありませんがこういうかたち

で処理をしていく予定ですのでよろしくお願いいたします。

他になにかございませんか。

無いようですので、これをもちまして第１１回教育委員会定例会を終了させていただき

ます。

会議終了 午後 ３時３０分


