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図書館長 巽 照子 事務局（教育総務課参事） 野神 浩司

以上２０名

欠席者 次長（学校給食担当） 大林 隆三

以上 １名

会議概要

事務局 開会

委員長 皆さんこんにちは。

第１２回の教育委員会定例会を開催いたします。委員のみなさん、管理職のみなさん方

には第１２回の定例会の招集をさせていただきましたところ、ご出席いただき誠にありが

とうございます。

９月半ばになり、やっと朝晩涼しく過ごしやすくなってきたかと思います。そんな中で

も日中はまだ少し汗ばむような暑さですので、まだまだ体調管理には皆さん十分に注意し

ないといけないかと思いますのでよろしくお願いいたします。

また、９月に入りまして各中学校は体育祭が開催される学校があり、先日全て終了され

ました。小学校におきましてもこの土曜日に開催されるということで、出席いただく皆さ

ん、道中十分に注意されて行っていただきたいと思います。９月末には各幼稚園でも運動

会が開催されますのでご出席いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

秋になりますとスポーツの秋、各地で地区の運動会等も開催されます。我々毎年一つず

つ歳をとり体力が低下しますが、気持ちはいつまでも若いと思っております。もし運動会

に出場される場合はしっかり準備運動をして、ケガのないようにして下さい。

また、１０月７日には市内１３地区で運動会が開催されるということで、まとめて開催

されるということは珍しいことだなと思っています。そんな中で市民体育大会も開催され

るわけですが１０月６日に開会式、これもスポーツ課長にお願いをしたいのですが、地区



各委員

委員長

教育長

の運動会の前日ということでなかなか参加していただくことは難しいかと思います。日取

りを次回からは検討していただきたいと思います。

それでは只今より第１２回の定例会を開催いたします。

まず、第１０回の教育委員会臨時会および８月の定例会の会議録を皆様のお手元に配布

させていただきまして、熟読をされていただい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 －

それでは第１０回の教育委員会臨時会および８月の議事録の承認をいただきましたの

で臨時会には川副委員、武田委員、８月の定例会につきましては坂田委員、武田委員に後

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川副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、お集まりいただきましてありがとうございます。

先ほど委員長のほうからもありましたが、運動会にもご出席いただき、ありがとうござ

いました。特に委員長につきましては９月議会、質問事項がないときには欠席で良いとい

うようになった途端に、委員長に質問があり、出席をいただきました。今日はそういった

ことも含めながら報告させていただきます。

まず、直接は関係ありませんが９月３日に部長等、管理職と県の教育委員会の教育長他、

担当課長に政策提案というかたちで、特に二つのことをお願いしてまいりました。

一点は特別支援教育の支援員あるいは生徒指導対応等のそういった支援員を配置して

ほしいというお願いでございます。

もう一点は、やはり３５人学級、少人数学級の早期実現という二点を特にお願いしてま

いりました。

併せて県の都市連協および教育長会から県への要望を取りまとめておりましたので、そ

れについてもお願いをし、そこでも特に各市の教育長さんから大きく声があがっておりま

したいじめ等の生徒指導への対応の正規職員の配置を要望させていただきました。

９月６日には、教育委員会と直接関わりはないのですが、滋賀県立大学との間で包括的

な連携・協力に関する協定の締結ということがされました。今、このことは地域の再生や

活性化の取り組みの推進をしていこうというのが大きな目的ではございますが、中に大学

生の派遣等、教育関係の中にでも協力してもらえるのではないかと思っておりまして、今

後大学との話し合いもやっていけたら良いと考えています。

次に９月の市議会の定例議会についてお話をさせていただきます。

一般質問の中で学校教育に関する内容につきまして私のほうから簡単に報告をさせて

いただきます。

前田議員、田郷議員のお二人の議員から質問がございまして、特に小中学校のいじめの

問題、それから中学校の発達障害の推進教育の取り組みについて、子どもの命を守り、安

心安全の学校づくりについてです。手元にお配りさせていただいております資料をお読み



委員長

教育部長

いただければ、今までから言っておりましたことをまとめ、お答えさせていただいており

ますのでよろしくお願いいたします。

そういったやり取りの中で改めてきちんとしていかないといけないことがございます。

一点目はやはり、いじめの実態把握というものが学校からの報告によるものですので、

基準をどこに置くかによってずいぶん数が変わってまいります。こういう事象というもの

でチェックポイントがあるのですが、きちんと細かいところまで見られていればもっと数

は多くなりますし、この程度は良いだろうと喧嘩なのかいじめなのか線引きの問題で数は

大きく変わってまいりますので、結局は先生方の子どもの人間関係の変化にいかに早く気

付ける能力があるのか、その辺りの先生方の力、そういったものがずいぶん感じられると

いうことをお話ししました。そして、子どもは手を挙げて全体の中ではなかなか話しはで

きませんので、じっくり話しを聞いてやる場、そういったものの設定が必要ではないかな

と思います。そういう意味では教員はいじめを許さない、いじめを防ぐ教育をすることを

求められているというようなことも読売新聞に挙がっておりましたけども、いじめを起こ

させない教育ができるよう、これが今後の課題であろうかと思いますし、研修の必要も出

てまいりますので、次年度は研究所でもこのことについては検討してもらいたいと思って

います。

また、スクールカウンセラーあるいは支援員等の配置も今の補正予算でやっております

が、次年度は特にスクールカウンセラーについては予算化を図っていきたいと思っていま

す。

それから特別支援教育の充実については、特別支援学級に入級している子どもについて

は個別の指導計画が作成されておりますし、通常の学級に在籍する発達障害のある子ども

たちについても個別の指導計画が１００％作成されていますが、それが活用されているか

といいますとそこまでできておりませんので、そこの推進を図るようにしていかなくては

ならないと考えております。

市長が議会の冒頭おっしゃっておりました第三者委員会なのですが、これは子どもたち

のすこやかな成長を願っているものでありまして、学校だけでなく、保護者、地域、市民

とともに今求められているそれぞれの役割、これをきちんと明らかにして、その役割を果

たす状況を作りだしていく。これは後追いではなくて、今言われている第三者委員会は、

それをどうしていくのかという検討なのですけども、そうでなくて積極的、予防的な対策

を考えだしていく検討委員会、第三者委員会。奈良県では地域教育力サミットいうものを

立ち上げておりますので、そういったものも情報を集めたり、参考にしながら、今後どう

いった趣旨で設立し、どういったメンバーで、そして会議の内容はどうするのかといった

ことを早急に考えていかなくてはならないと思っております。その時につきましては委員

の方のご意見をしっかり頂戴したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

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。

９月議会の一般質問が、１２日（水）から１４日（金）までの３日間行われました。

教育委員会には、５議員から質問をいただきましたので、その概要についてご報告させ

ていただきます。



委員長

健康福祉子ど

も部理事

尚、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ので、２枚目以降

の答弁資料に沿って説明させていただきます。

委員長への質問として、国旗・国歌に対する考えと、本市のいじめの実態について、

国旗・国歌は、国や郷土、国際社会の平和と発展を考える上で大切にすべきものとされ、

いじめの実態については、担当課から小学校２件・中学校７件の報告を受け、指導やカウ

ンセリング、教育相談などを行ったことにより、解決の方向に向かっていること、更に、

スクールカウンセラーや支援員などの配置の重要性を述べられ、最後に、子どもたちが「三

方よし」を実現できるよう学校・家庭・地域が育てていかなければならない、と結ばれま

した。

次に学校施設課関係では、学校施設の耐震化にかかる天井や照明、窓ガラスなど非構造

部材の点検について、点検は教職員が目視で行い、毎月、教育委員会へ報告しており、危

険性が高い体育館の吊り天井を有していた２校は、Ｈ１８年度に施行済であることと、非

構造部材の耐震基準に定めはなく、必要に応じて対策を講じている、としました。

学校教育課関係では、今程の教育長報告の通りですので、省略させていただきます。

生涯学習課とスポーツ課２課に渡る質問として公の施設改革の進捗状況について、

ガリ版伝承館と野口謙蔵記念館、蒲生みどりの広場についてございました。３施設とも地

元自治会と協議を重ねても、受け入れていただける状況にありませんが、野口謙蔵記念館

の地元では、協議をいただける組織を立ち上げていただき、今後も、継続して理解いただ

けるよう進めたい、としました。

文化財課関係では伝統的建造物群保存地区の空家対策と、空家対策条例についてのご質

問でございます。空家対策については、後程、担当からご説明させていただきます。空家

対策条例については、所有者に現状の改善や取壊し、撤去を求めるもので、保存を目的と

した伝建地区にはそぐわないことから、条例制定は想定せず、空家の利活用を通じて地区

の保存・活性化に努めたい、とお答えしました。

その他、教育委員会に関連するものとして、少年センターの移転先と、五個荘図書館移

転後の利用についての施設改革に関する本市の進め方の中で、企画部長から、「少年セン

ター」は、愛荘町と共同で運営している組織で、子どもたちが使用する施設でもあること

から、ふさわしい場所、施設を検討中であること、また、「五個荘図書館」は、Ｈ２６年

７月に五個荘中学校改築に伴い、学校内に新たな図書館が完成した以降の活用となること

から、Ｈ２５年度中に、活用に関する調整を図りたいとする答弁がありました。

なお、議会初日の９月３日には、御園小学校耐震補強等にかかる建築工事の変更請負契

約について、議会の議決をいただきました。詳しくは、答弁資料をご一読いただければと

思います。

以上、９月議会の一般質問の要旨と答弁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、健康福祉こども部理事お願いいたします。

今回の報告といたしましては９月議会一般質問の教育委員会関係の主な内容について

報告します。

はじめに前田議員より、教育関連諸問題の中で、ＣＡＰ事業の拡大について質問があり、

昨年度の子ども向けプログラム（小３対象）２２校４４クラス１１３６人の実施と大人向
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け保護者を対象に９校１７０人の実施報告をし、今年度は幼保および小中学校の先生にま

で拡大して、いじめ予防と児童虐待防止の啓発、推進に取組んでいきたいと考えているこ

とを答弁しました。

次に、周防議員と竹内議員から平田・市辺・八日市すみれの幼保一体化について、平田

地区の各自治会説明会後の対応とその関係からの平田地区の市政に対する提案・要望につ

いて質問がありました。平田地区の説明会では、道路状況の改善や安心して通園ができる

方法など、いろいろなご意見をいただきましたので今後、課題等を整理して、時間をかけ

て地域のみなさんと話し合いをさせていただきたいと考えています。と答弁しました。さ

らに、市政に対する提案・要望（現平田幼稚園を幼保一体化施設として整備を）について

は、市長より、今年度、平成２７年度以降の整備も含め市全体の幼児施設整備計画を見直

したいと考えていますが、平田・市辺地区の三園一体化施設（案）つきましては、関係者

の皆さんのご理解を得ながら進めることが必要なことから、今回のご提案も含め、１～２

年は議論し共通理解する中で、よりよい整備の在り方についてまとめていきたいと考えて

おります。と答弁をされました。

以上、９月議会一般質問の概要報告といたします。

ありがとうございました。ここまでで何かご意見ご質問等ございませんか。

無いようですので、それでは続きまして議案 第２５号「東近江市立学校通学区域規則

の一部を改正する規則制定について」をお願いいたします。

第２５号「東近江市立学校通学区域規則の一部を改正する規則制定について」

―資料にて説明―

当該開発分譲宅地については林田町と大森町にまたがっておりますが、自治会としては

分譲地全体が「御園地区」に属することとなるため、小学校校区についても御園小学校区

とすることが適当と考えられるため、通学区域を一部改正するものでございます。

これについてはまだ分譲されていないのでしょうか。

分譲は始まりつつある状況です。まだ家は建っておりません。

この地形図の太線の位置が変わるということですね。

御園地区と玉緒地区の境界線はこのままの境界線ですが、この斜線の部分だけを玉緒小

学校区から御園小学校区へ編入するかたちになります。

今、説明のあった件について、ご意見ご質問ございませんか。

―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２５号は原案どお

り可決いたします。

それでは続きまして議案 第２６号「東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区保存
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計画の一部改正について」をお願いいたします。

第２６号「東近江市五個荘金堂伝統的建造物群保存地区保存計画の一部改正について」

―資料にて説明―

五個荘金堂町１９４番地の主屋及び門塀について、空き家のまま長年経過し、倒壊の恐

れがあるため、危険防止のため除去されたので特定物件から除外する。五個荘金堂町９０

２番地の主屋、土蔵２棟、付属屋および門塀については、伝統的な屋敷構えをよく残して

おり、保存が必要であるため特定物件とする。

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。

空き家対策を考えられているということですが、空き家は現在たくさんあるのですか。

全部で２３件ございます。保存を前提としている特定物件はそのうち１４件、非特定物

件が９件です。

これについて内装を変えることは可能ですか。

伝建の原則といたしましては、内装につきましては現代的な生活空間にできるというこ

とになっています。

豊郷町の吉田で滋賀県立大学の生徒が空き家を借りて自分たちで修繕し、安い家賃でそ

こを借りて共同生活していると聞きました。そのようにどこかの大学と中の内装を自分た

ちの住みやすい環境に変える工事をして安い料金で貸すというようなことは考えられな

いかという思いを持ったのですが。

滋賀県の湖東、彦根を中心としたエリアで、古民家活用の活動をされているところもご

ざいますし、他の伝建地区でも活動をされていて、そういう活用方法はあるのですが、特

に金堂の伝建地区につきましては都市計画法の市街化調整区域になっていることが少し

他と異なるところでございます。その活用方法は十分視野に入っておりますので今後詰め

て活用に向けてその部分をコーディネートするようなことを考えております。

あまり堅苦しい条例の中にしまい込んでしまうと空き家が増えるばかりで入ってくれ

る人は少なくなるけれど門を広げると若い子達がまた違ったかたちの伝建の見方ができ

るのはないかと思いますので一度また参考にしてください。

ありがとうございます。十分参考にさせていただきたいと思います。またご意見を賜り

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

今、説明のあった件についてご意見ご質問ございませんか。

―意見なし―



委員長

教育総務課長

委員長

各委員

委員長

教育総務課長

委員長

委員長

武田委員

川副委員

委員長

委員

無いようですので、議案第２６号は原案とおり可決いたします。

それでは、引き続きまして「平成２４年度教育委員会表彰について」をお願いいたしま

す。この件につきましては推薦段階のため、非公開とさせていただきます。

「平成２４年度教育委員会表彰について」

―資料にて説明―

―推薦課より資料にて説明―

今回推薦いただいた方は、全員被表彰者とさせていただいてよろしいでしょうか。

―異議なし―

できるだけ漏れのないよう、よろしくお願いいたします。

追加がございましたら１０月の定例会で報告等させていただき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。

それでは各課報告に移らせていただきます。まず学校教育課、お願いいたします。

（資料により説明 学校教育課～幼児課）

ありがとうございました。

何かご意見ご質問ございませんか。

無いようですので私のほうから一つ、スポーツ課に１０月６日の市民体育大会の開会式

ですが、私が湖東地区の前夜祭にまち協主催で町内の聖火リレーをしておりまして、そち

らへ出向きます。申し訳ございませんが開会式は職務代理者の川副委員に代理で出席して

いただきますのでよろしくお願いいたします。

本日出されている各課報告は以上でございます。

前回の時にもご報告させていただきましたが、１０月１日に市長、副市長との懇談を控

えまして、平成２５年度の主要事業について報告をいただきました。その内容について委

員のほうから何かご質問があればその担当課の課長だけ残っていただきますので、これで

会議を終了したいと思います。

学校教育課に質問があります。

図書館にもお聞きしたいのですが。

では、学校教育課課長と館長には残っていただけますか。

次回の定例会は１０月２３日（火）１４時から東庁舎Ａ会議室で開催させていただきま

す。１１月の定例会は２２日でいかがでしょうか。

―異議なし―



委員長 では、１１月の定例会は２２日、日時につきましては事務局からご連絡させていただき

ます。

これにて第１２回定例会を終了させていただきます。ありがとうございました。

会議終了 午後 ３時３０分


