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会議概要

事務局 開会

委員長 皆さん、おはようございます。

今週の 1８日、１９日は広島県呉市の県外研修に参加させていただきました。委員の皆

様、またお付き合いをいただいた皆様、本当にご苦労様でございました。この詳細につい

ては後程教育長から報告があると思うのですが、呉市の方がおっしゃった「返事・挨拶・

靴そろえ」という言葉が私の頭の中に残っています。その意味は「返事をしっかりしよう、

挨拶もしっかりしよう、靴は揃えよう」ということでございます。その中で呉市教育委員

会の方にご案内いただいて、その方が「東近江市教育委員会さんがお見えです」と言われ

た途端に呉市教育委員会の皆さんがパッと立たれて「いらっしゃいませ、こんにちは」と

大きな声でお迎えいただきました。するとこちらも釣られて大きな声で「こんにちは、お

世話になります。ありがとうございます。」と自然と声が出てきました。これは学校現場

でも子ども達に学校の先生が挨拶しなさい、返事しなさいというのではなく、先生方から

子ども達に手本を見せていただいたら、自然と子ども達はするのではないかというような

ことを学ばせていただいたと思います。今後も各学校、園のほうで先生方から挨拶や返事

の声掛け、また靴揃えをしていただいたら、東近江市の子ども達ももっと挨拶も返事も頑

張ってするのではないかと思いましたし、私自身にも実のある研修であったと思います。

それでは平成２５年第２回の定例会を始めさせていただきます。

まず、１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され

たものを熟読していただいていると思います。ご異議はございませんでしょうか。
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― 異議なし －

それでは１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。

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。

改めまして皆さん、おはようございます。

教育委員の方々については月曜日、火曜日と朝早くから呉市への研修ありがとうござい

ました。また、本日も朝から定例会議、そしてお昼からは現場視察をおこなっていただき

ますが、よろしくお願いいたします。

２月の校長会議につきまして、いくつかお願いしたことがございますので、先にその報

告をさせていただきます。

まず１点目、インフルエンザへの対応でございます。現在、今日までの学級閉鎖は五個

荘小学校の１クラス、３年生の１クラス、それから２４日の日曜日までの閉鎖が能登川北

小学校の１年生、箕作小学校の６年生の１クラス、２年生の１クラス、御園小学校の２年

生の１クラス、八日市南小学校の３年生の１クラスです。学年全体とか学校全体というよ

うな広がりはなく、クラス毎の単発で規模全体から見ればインフルエンザが猛威をふるっ

ているような状況ではないと今のところは思っています。各学校には、引き続き手洗い、

うがいなどの指導をしてもらうように中村指導主事からもお願いしてもらっております。

２点目は、学校給食における食物アレルギーのことです。以前、他の県で起こりました

チヂミでの死亡事故を受けて、対応をしっかりとしてほしいとお願いしたのですが、１月

に市内で２件発生いたしました。１つは八日市南小学校で一切れついた鮒ずしの中の魚卵

をアレルギーの子どもが食べるということが起きました。もう１つはコンタミ、食物アレ

ルギー源が混入することです。カニやエビを材料に使ってはいないのですが、カニやエビ

が含まれているものを使った機械で、それらが残っているかもしれないその機械で作った

日野菜漬けでした。湖東第３小学校のほうでその日野菜漬けを除去しないといけない子ど

もが食べてしまったということがございました。いずれも学校の中で付けない、除去する

という対応のものでした。学校給食の除去食の方法には３通りありまして、１つ目は代替

えで他の児童・生徒と違うものを配るというもの。２つ目はアレルギー源を除去して調理

し、区別するために違う容器に入れて子どもに渡すという方法。３つ目が学校側で配膳の

時に除去するという方法です。管理表のような献立表があるのですが、３つ目の除去の付

けないという表示が非常に見にくかったということでした。そこで給食センターでは付け

ないという表示がはっきり学校の対応とわかりやすいように表記の工夫をしていただき、

字も太くして給食センターで対応をしてもらいました。一方、学校の対応は、給食の配膳

室の献立表にどういう除去の対応をするのかはっきり明示、掲示をすること、管理職が毎

日給食の検食をしておりますが、検食簿の中にもそれを挿んで毎日確認すること、そして

教室での確認をすることです。担任は当然確認するわけですが、出張などで代わりの者に

なる場合でもはっきり分かるように献立表を工夫し、最終確認をしていくということの確

認をしてもらいました。中には、テレビの放映であったのですが、学校の子ども達は○○

ちゃんは何が食べられないということを知っていて、そして皆が気を付ける。○○ちゃん
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の命にかかわることだから、その子の命を守ることだから皆で気を付けるというコメント

をその学校の子どもがしていました。そういったことを管理職、校長、教頭共に話をして

参考にしてほしい、各学校の取り組みを見直してもらうようにと２月の校長会、あるいは

教頭会でお願いをさせてもらいました。以上がアレルギーに関してでございます。

次に体罰のことですが、残念ながら本市では９月に体罰事案が発生しましたので、臨時

の校長会を開き、各学校に体罰に関する研修等をおこなう指示いたしました。その結果、

新たに体罰は出てまいりませんでしたので、県への報告として今年度の体罰については９

月の１件と報告をさせていただいています。また、地域の住民からの電話があった１件に

ついては、体罰でも指導の行き過ぎでもなく、子どもが暴れているからそれを阻止したこ

とが、子どもを押さえつけたというような感じでとられたようです。その件については、

学校のほうで対応していただきました。あとは誤解を招かないような対応の仕方、パワハ

ラ、セクハラ含めてですが、そういったことをその学校にはお願いいたしました。体罰に

関わっては以上でございます。

そして、２５日に新市長への教育委員会の事業説明がありますが、市長がハード面より

もソフト面の充実など、いくつか提案をされております。現在、既に取り組んでいるとこ

ろもありますので、そのことについては各事業の説明の中に取り混ぜて説明していただき

たいと思っています。なお、部署によっては私のほうから直接指示をしている部署もござ

います。

ただ、不登校の問題、特別支援教育の充実の問題、学力の向上そういったことについて

は大きな課題ですのでしっかりと伝えたいと思います。特に小小連携、あるいは小中連携、

小中一貫教育、４、３、２制と研修先の呉市ではおっしゃっておられますけれども、本市

の場合は全部が分離型になっておりますので、併設型の予定はありませんが、滋賀県全体

での人事で先生がどこの学校に行っても対応できるというようなことも考慮して、当然カ

リキュラムも現行の文科省が出しているカリキュラムに則った教育をしていかなくては

ならないと思います。呉市の研修は参考になると思っています。４、３、２制というより

も子ども達の発達課題を発達心理学的に見てどうなのかということの整理もしつつ、市の

子ども達の実態もきちんと踏まえながら、今後どうしていくのかということを計画的にし

ていかなくてはならないと感じています。

私自身は市長と２７日にお出会いさせていただきます。前にも委員長が教育委員と新市

長との話し合いの場も持たねばならないだろうとおっしゃっていましたので、そういった

中で教育委員会として子どもの育ちをどう考えていくのかということの協議をさせても

らわなくてはならないと思いますし、２７日に出会わせていただいたときも小中一貫につ

いてはどのようにお考えかというようなことを聞きたいと思っています。

以上です。

ありがとうございます。

続きまして教育部長報告お願いいたします。

委員の皆様には、過日の研修、お疲れ様でした。

私からは、３月議会に提案を予定しております予算について、説明させていただきます。

議案書・予算書の配布は、明日に予定されておりますので、３月補正の考え方や、平成２

５年度の当初予算（骨格予算）については、２月１２日に公表されました最終内示から主
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な点につきまして説明をさせていただきます。

はじめに補正予算でございますが、教育部としましては国の経済危機対応によります大

型補正を受けまして、新年度予算で計上予定をしていました中から前倒しをして、財源確

保を図ることを目的としています。その概要は、学校施設課が行ないます小学校施設整備

と中学校施設整備に関するもの、並びに生涯学習課のコミュニティセンター改修工事が、

その対象となっております。

次に、平成２５年度の当初予算（骨格予算）ですが、最終内示では国の大型補正に伴い

まして３月補正で前倒しを行うために減額となったものや、一部調整された部分もありま

すが、骨格予算の性格上、一次内示とは大きな変更はございません。

お手元の資料の４ページをお開きいただき、「平成２５年度当初予算概要（事業別一覧）」

をご覧ください。この一覧表は、これまでの説明資料と同様の様式で右上の欄には予算編

成過程における当初の見積額、一次査定、最終査定に区分されて、その過程は分かるよう

になっております。最終査定において変更がありました主な点につきましては、今ほど申

し上げました４ページの表の５段目の学校施設課の小学校と、その２段下の中学校の施設

整備事業では前倒しのために３月補正に計上しました相当額が減額となっております。

また、市長ヒアリングで強くお願いしましたものについても、最終査定では反映されて

おります。

生涯学習課の青少年対策事業におきまして、少年センターの仮移転期間が延長される見

込みとなったことによります維持管理費や、スポーツ課、体育施設管理運営事業での公の

施設改革の対象であります「あじさい・さくら公園」を地元の団体に貸与することに伴う、

「芝刈機」の購入費でございます。

３月議会に提案を予定しております補正予算、並びに当初予算の最終内示の概要につい

て、報告させていただきましたが、詳細につきましては、後程、各担当から説明をさせて

いただきます。

また、去る２月６日に、湖東地区幼保一体化施設に向けまして、幼稚園・保育園の保護

者の方々から市長と教育長にご要望をいただきました。教育委員会に関する内容は、給食

の提供に関するものですが、このことを含め、詳細につきましては、この後、健康福祉部

から報告並びに説明をさせていただきますので、よろしくお願いします

以上でございます。

ありがとうございました。

引き続きまして、健康福祉こども部次長お願いいたします。

報告させていただきます。

まず、２５年度当初予算の予算概要について最終内示の変更のあった部分の説明をさせ

ていただきます。お手元の資料２行目の幼保一体化施設・認定こども園整備事業で、一次

査定額に比べて最終査定額が７億以上減額となっています。これは、八日市野幼稚園・つ

つじ保育園幼保一体化施設整備事業の建設工事費等７０３，０３３千円と湖東第三幼稚園

解体事業の工事費、設計管理費７，９００千円について、国の２４年度補正、経済危機対

応の大型補正の学校施設環境改善交付金対象の前倒し事業として、３月補正予算に計上

し、２５年度へ繰越すこととしたためです。それ以外は特に変更ございませんでした。

続きまして、裏面の３月補正の概要、今説明させていただいたものは補正の第９号であ
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げさせていただいています。補正第８号は平成２４年度予算に計上していた湖東幼稚園統

合・幼保一体化施設用地登記業務の委託料８９０千円を２５年度へ繰越するものです。こ

れは、一体化施設用地と湖東土地改良区の水路用地や道路用地について、公図との整合を

図るため、境界確定と分筆業務を今年度に委託していますが、分筆対象敷地内に農林水産

省の地上権が設定された土地があり、その地上権設定登記の訂正を愛知川沿岸土地改良区

が年度内に完了できないとのことで、繰越するものです。

予算関係は以上です。

次に湖東幼稚園統合・幼保一体化施設整備工事の進捗状況について説明します。１月末現

在で、６２％となっています。３月末時点で約７割の完成スケジュールであり、予定通り進

んでいるところです。工事内容は記載のとおりです。午後の視察時に詳しく説明させていた

だきますので、よろしくお願いします。

そして先ほど教育部長からお話がありました湖東地区の幼保一体化に向けた要望書の件

ですが、お手元の資料としては、市長宛の要望書（写し）をご覧ください。この要望書は、

２月６日の臨時議会開会前の時間を利用し、湖東地区の幼稚園、保育園、４園の PTA・保
護者会の正副会長６名が来庁の上、教育長、市長にも同じ内容で、面会の上、手渡しされた

ものです。要望内容としては、平成２５年９月から開園する湖東地区幼保一体化施設につい

て、市は平成２７年度からの認定こども園に向けて整備を検討中と聞いていますが、子ども

たちの保育環境の充実を図るため、予定を 1 年早め、平成２６年４月から、３歳から５歳
については幼保の別なく同一年齢同一クラスで過ごす認定こども園として開園をお願いし

たいというものです。主な理由としては２番にありますように、平成２５年度の幼稚園３歳

児について、２５年度は愛東北幼稚園、２６年度は幼保別クラス、２７年度から同一クラス

と毎年環境が変わること、保育園児についても保育環境が変化すること、４番５番にありま

すように、同年齢で幼稚園はセンター給食、保育園は自園給食となるため、仲間意識を崩し

てしまうことなどを上げておられます。保護者としては、３番にありますように、できるだ

け子どもたちの環境の変化を少なくしてあげたい、という思いがあります。これを受けまし

て当日、西澤市長からは、湖東については保護者にとっては通園距離が遠くなることについ

てもご理解いただき３幼稚園が一つになる。また、行政側の都合で開園が遅れてきた経過も

あり、ご協力いただいていることに対してはそれなりに応えていきたい。ただし、物理的な

問題の中で給食センター等との兼ね合いがあるので、教育委員会と調整し今年の秋頃までに

は決めていきたい、との回答がありました。また、教育長からは、給食センターについて平

成２７年度稼働ということで計画していたので、計画変更がどこまでできるのか。調理や配

送の問題等いろいろ出てくる。ご理解いただかなければならないこともあるかと思うが、い

ろんな可能性を考えながら、子どもたちの環境を良くしていくことを一緒に考えていきた

い、との回答がありました。担当部としましては、給食の提供も含め、１年前倒しした場合

の課題等について整理のうえ、新市長に改めて説明し、今後の対応について協議していきた

いと考えています。

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。

―意見なし―
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よろしいでしょうか。

それでは次の項目に移らせていただきます。

議案第２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」の説明をお願いいたします。

議案第２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２０２番地の住宅主屋・納屋及び門塀を特定物件から除外します。

これについては皆さんよろしいでしょうか。

―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２号は原案どおり

可決いたします。

それでは次の項目に移らせていただきます。

議案第３号「東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例施行規則等の一部を改正する規則

の制定について」の説明をお願いいたします。

議案第３号「東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例施行規則等の一部を改正する規則

の制定について」

―資料にて説明―

平成２５年４月に開園する東近江市立認定子ども園（東近江市立ちどり幼児園）の設置

に伴い、認定子ども園に在籍する園児が上記施設を利用した時の入館料及び使用料につい

て、各規則に規定する保育園及び幼稚園の園児と同様の扱いとするべく、本議案を提出し

たものです。

これについては皆さんご意見、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３号は原案どおり

可決いたします。

それでは次の項目に移らせていただきます。

協議事項「平成２５年度東近江市教育行政基本方針（案）について」の説明をお願いい

たします。

協議事項「平成２５年度東近江市教育行政基本方針（案）について」

―資料にて説明－

教育総務課 ～ 学校施設課
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理解しやすいように、１ページ目の赤の部分、「しかし、最近問題になっている～」を

例えば「特に、最近問題になっているいじめについては本市が目指している理念、」とい

うように少し詳しくわかりやすく見直してしてください。

ありがとうございます。

次の幼児課のほうですが、赤の「このような背景から～」の後に幼稚園は学校教育とな

るになっていますがこれは幼児教育ではないですか。

これは引用させていただいているものなので、そのまま学校教育でお願いします。

そして、保育園・幼稚園・認定子ども園の文字の順番を統一されたほうが良いかと思い

ます。

わかりました。

そして、５ページのいじめの部分、例えば②のアの４項目の部分、「児童・生徒と教師

の信頼関係を基盤に～」の部分あたりに「決して体罰などの手段を取ることなく」を追加

する、または別項目で「指導という名のもとの体罰は一切排除する」など体罰に関する文

言を追加したほうが良いのではないかと思います。

ありがとうございます。

そして、６ページの⑤のウの「安心・安全の学校づくりの推進」の中あたりに、私も普

段から携帯電話で不審者情報のお知らせを受け取るのですが、「不審者情報の共有」など

の文言を追加することも検討してみてください。

他にご意見ございませんか。

教育総務課のほうで、１ページ中段の「スポーツ施設の整備を積極的に進める」という

記述があるのですが、スポーツ施設のこれからの計画など具体的にあるのでしたら書き加

えてください。川副委員もおっしゃったようにこの１、２年で大きく取り上げられるよう

になったのがいじめの問題、最近ですと体罰になります。体罰に関しましては主に中学校

や高校になるかと思いますが、体罰を許さないという最近の状況を踏まえた学校教育の中

での記述をしていただいたら良いのではないかと思います。

他にはございませんか。

今までご指摘いただいたことにつきましては全体の学校教育の推進の基本の部分に入

れるのか、あるいは教育実践の主要課題の中に入れるのかで随分変わってくるかと思いま

す。体罰については教育実践の主要課題では資質の方に入るのかなと思いますので、その

辺りも整理しながらどこかに含めるということで調整したいと思います。
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ありがとうございます。

それでは引き続きまして、生涯学習課からお願いします。

協議事項「平成２５年度東近江市教育行政基本方針（案）について」

―資料にて説明－

生涯学習課 ～ 人権課

ありがとうございます。

説明が終わりましたが何かご質問ございませんか。

生涯学習課で７番に提示していただいております（６）「東近江市が所有する絵画や美

術作品を活用し～」で、市の所有の部分に市民がふれる機会もそうですが、民間の方の収

集家も多くおられると思いますし、そういう方々が市内の方々に芸術にふれる機会を増や

せればと思いますのでそういう文言が入れば良いのではないかと思います。

それから人権課ですが命や人権に関する相談窓口的なものをおかれたほうが良いのか

なと思いました。

ありがとうございます。他にございませんか。

生涯学習課の青少年の健全育成になるのかわかりませんが、青年リーダーの育成を具体

的に入れていただけると良いのではないかと思います。

ありがとうございます。他にございませんか。

スポーツ課の方で布引スタジアムがかなりの費用をかけてできていて、維持管理もかな

りの費用がかかると聞いておりますが、そういう施設ですのでスポーツ競技を誘致すると

か市民に使ってもらえるように活用面をもう少し謳ってもらったらどうかと思います。

それから文化財課ですが、９番の（７）の「東近江市史」編纂を見据えた、と書いてあ

ります。当然将来的にそうなると思いますが、合併しての何か思いがあれば聞かせていた

だきたいと思います。

これは編纂委員会があるのですが、旧町、市にこだわらずに東近江という視野でまとめ

るようにと議論がされておるのですが、それにつきましては十分これから時間がいると思

います。そのためには資料が必要なので、今ですと能登川の編史をまとめていますが、そ

れに関わる資料、その前は愛東でしたので愛東の資料、八日市の資料と、そういう資料を

とにかく確実に保管して継承していくということがまず第１次と考えてこの文言があり

ます。そしてやり方そのものを議論していくという段階であります。

他に何かございませんか。先ほどの武田委員の質問の中の布引グリーンスタジアムの工

事の件はどうですか。

スタジアムの新設の整備の予定はなく、改修はあります。これについては文言を変えさ
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せていただこうと思います。

これは将来的という意味ではなく、積極的に進めていこうというような意味なのです

か。

言葉のニュアンスでどちらの意味にも取れるようですので間違いが起こらないように

お願いします。

直接基本方針にはならないと思いますが、呉市の教育委員会への研修で委員長からも紹

介がありましたように「返事・挨拶・靴そろえ」、そうした３つを合言葉に全市の子ども

達に社会性、規範意識を取り入れさせているということをお聞きして、非常に感銘を受け

たのです。こういう大きな基本方針も良いのですが、子ども達に具体的に分りやすい一つ

の目標を設けて、今年はこれで市内の子ども達は進むのだというような取り組みができた

らと思いました。市内の小中学校、それぞれの学校で目標を掲げて取り組みはされている

と思いますけれど、一つの合言葉を目標にすると先生も職員も子ども達も一丸となってい

けると良いので、一つの意見として聞いていただければと思います。

ありがとうございます。

「返事・挨拶・靴そろえ」、委員の皆様のお考えはいかがでしょう。昨日、五個荘小学

校で英語力の育成ということを念頭に置いた視点の研究会の発表がありました。京都女子

大学の吉永講師で、元々は滋賀県の教員だった方ですが教授になり、そして付属小学校の

現校長先生です。そこでおっしゃっていたのも「返事・挨拶」、プラス「呼名」。必ず○○

さんと名前を呼んで人を呼ぶという「呼名」をやっているとおっしゃっていました。確か

に各学校それぞれ挨拶というのは生活の目標であったり、学校の目標であったり、例えば

一言添えた挨拶というようなことをやっている学校もあります。生活習慣の基本の基本と

いうことで、返事・挨拶あたりはやって当たり前のことかと思うのですが、今の呉市の実

践について、私達自身も教育委員会に入った時に非常に気持ちが良いと感じました。良い

出迎えをされるとこちらも気持ち良くなり、良い対応ができるということで、相手からの

声掛けが非常に大事でした。挨拶を自らやっていくという積極性もあります。次回、３月

の校長会がありますので、そのことについて投げかけていきたいと思いますけれど、どう

いう言葉でどういう目標と決めるのは時間がかかって、実践に移るまでの間が非常に無駄

な時間になってしまうかと思います。委員さんたちが学校を回っておられたり、あるいは

地域の子ども達に出会われた時の感触から、これだけはと思われておられることがありま

したらお聞かせいただきたいと思います。

愛東中で私は評議員をさせていただいて、学校便りも逐一校長が送ってくださるのです

けれど、確かに挨拶は自発的でもう身についている感じで、道で出会っても気持ちよく挨

拶してくれます。そうするとこちらも「おかえり」と挨拶します。元々地元の方だと思い

ますけど、他の土地からお正月に帰ってきたら、自転車に乗っていても中にはヘルメット

取って「こんにちは」と挨拶してくれる子がいて、すごく気持ち良く思えたとインターネ

ットを通じて発信してこられたということでした。他の地域でもそうだと思いますが、気
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持ち良く挨拶できることは愛東の誇れるところです。普通のことなのに言われたほうは気

持ちが良いことを実感しております。ただ小学生は「おはよう、頑張って行きや」と言っ

ても少し元気がないところがあり、ギャップを感じます。

今の件ですが、教育委員会にメールが届いたのです。それをこちらから中学校の子ども

達に伝えていただくようにと伝えたことなのです。また、湖東中の生徒もよく挨拶します。

それは研究所にいたときにも野球部の子がよく走っていて、出会うと気持ち良く挨拶して

くれましたが、地域によって差があるのかなと思います。小学校でも非常に大きな声で挨

拶する地域、あるいは学年もあるのですけれど、全体としては同じようなレベルに皆が達

しているかというとそうではないようです。

私も地元で青少年育成の挨拶運動をさせていただいています。その中で中学生が知らな

い大人の人でも挨拶をするという声が多く聞かれます。小学生については、大人から挨拶

しても返事が返ってこないということもあります。私は先日、子供がケガをしたので一か

月ほどついて歩いていました。教育長がおっしゃったように地域によって違うと思います

が、自分から挨拶をする子が１０％程度，こちらから挨拶をすると挨拶を返してくれる子

が５０％に満たないような現状でした。民生児童委員、青少年育成市民会議の各支部でも

この挨拶運動に取り組まれておりますし、学校においてもそういう取り組みの目標を掲げ

ております。全般に挨拶や早寝早起き朝ごはんというのは全市全県的に推進されています

けれど、自分が担当している学校教育と社会教育の方に合言葉みたいなものができると良

いかと個人的に思います。

社会教育の方でも挨拶運動に取り組んでおられる青少年健全育成の取り組みも地域で

ありますよね。

全地域であります。地域によって違うのかもしれませんが、私の地域では学校の校門前

に立って挨拶運動をしています。民生児童委員が今年秋から月１回、更生保護女性会の方

が毎月１回、これは何年も続けておられます。あとはスクールガード等、いろんな人に立

っていただいている現状です。地域によって違いますがどの地域でも取り組まれていま

す。

小学生が挨拶しないことですが、これは不審者の絡みもあると思います。知らない人に

はついていかないようになどがありますので、顔の見える地域づくりというのを地域では

やっていただいていると思うのですが、おそらく子ども達は近所のおじさんおばさんくら

いは分かっていても、全体の人は分からなくて、知らない人は不審者だと思う。そういう

ようなこともありますから地域の中での子ども達の挨拶は少なくなっていると思います。

ただ、学校にいるときに学校での挨拶、来られた方への挨拶というのはひょっとすると区

別しているのかもしれません。スクールガードなどで立っておられる方に対しては、ちゃ

んと挨拶ができているのではなかろうかと私の経験から思います。

呉市の「返事・挨拶・靴そろえ」順番は先に返事がきます。向こうから挨拶していても

声が小さくて言っているのか言っていないのかわからない子どもさんもたくさんいるこ
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とから、返事を先に出すということも一つの方法かなと思いました。

挨拶、確かに返事も大事かと思います。その返事をきちんとさそうと思うと○○さんと

言わないとダメなのです。そうでないと誰のことかわかりませんし、1人ずつの名前はそ

の子の命と繋がっていることですので、呼名をする。学校のきちんとした正式な呼び名は

男女ともに○○さんなのですが、小さな子どもについては男の子を君付けしたりと通常使

っているところもありますし、教師として、さん付けを徹底しているところもあります。

そういう意味では返事をきちんと返さそうとするのであれば、きちんと正しく相手を呼ぶ

ことも大事です。先日の呉市のお話では返事を大きな声ですることから挨拶にということ

でした。それもそれなりの理由もあるかなと思います。挨拶も今言っていますように色々

な社会情勢の絡みで、なかなか自分から積極的に知らない大人に対して、いくら地域内を

歩いている大人であっても自ら声掛けができないという状況もあるとするのならば、返事

から入っても良いのかなと感じます。そういうことで校長の方には投げかけたいと思いま

すがよろしいですか。

はい。

それでは次の項目に移らせていただきます。

協議事項「東近江市子ども読書推進計画第２次計画（案）について」の説明をお願いい

たします。

協議事項「東近江市子ども読書推進計画第２次計画（案）について」

―資料にて説明―

今の説明について何かご意見・ご質問はございませんか。

―意見なし―

それでは次の項目に移らせていただきます。

協議事項「平成２５年３月議会市議会上程議案について」の説明をお願いいたします。

協議事項「平成２５年３月議会市議会上程議案について」

―資料にて説明―

学校施設課～文化財課

ありがとうございます。

ここまででご意見ご質問ございますか。

―意見なし―

それでは次の項目に移らせていただきます。

それでは資料の８ページは前回の定例会で御説明いただきましたので９頁ページの「五
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個荘コミュニティセンターの指定管理について」の説明をお願いいたします。

「五個荘コミュニティセンターの指定管理について」

―資料にて説明―

ありがとうございます。

続きまして「損害賠償訴訟について」の説明をお願いいたします。

「損害賠償訴訟について」

―資料にて説明―

ありがとうございます。

続きまして「滋賀県いじめ問題対応専門員配置事業にかかる事務所借用措置依頼につい

て」の説明をお願いいたします。

「滋賀県いじめ問題対応専門員配置事業にかかる事務所借用措置依頼について」

―資料にて説明―

ありがとうございます。

１２ページについても前回の定例会で御説明いただいておりますので割愛させていた

だきます。

それでは最後の幼児課からの説明をお願いいたします。

「東近江市立認定子ども園条例案の概要について」

―資料にて説明―

ありがとうございます。

ここまででご意見ご質問ございますか。

県のいじめ問題対策専門員が配置される件、これは何年間とか期限があるのですか。

今のところは少なくとも１年間、２５年度は確実に配置されます。その後は県の予算化

の問題です。そして、この４地域は確定で東近江市については五個荘地域でお願いします

ということです。今までも県の本部に４名の専門員がいたのですが、即動けるように県内

を４ブロックに分けた地域それぞれに専門員を置いたほうがより良いだろうということ

になりました。そしてそこに３名ずつ入っていただく専門員は退職され方に嘱託等お願い

するというようなことで現在、東近江市でも退職された方を候補としてあげ、進めている

ところです。

ありがとうございます。

それでは、続きまして各課報告に移らせていただきます。
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―資料にて説明―

教育総務課～幼児課

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。

先月、フジテレビから給食業務の取材がありまして、今月の２６日火曜日の４時４５分

から７時までの間のニュースの時間で放送されるということです。八日市南小学校の給食

の状況と蒲生給食センターで鹿肉カレーの献立でしたが、その調理状況などが収録されて

います。具体的な時間はわかりませんがお時間がございましたらご覧いただきたいと思い

ます。

それでは、次回の定例会の日程ですが３月２２日の金曜日午後２時から東庁舎Ａ会議室で

開催予定です。追ってお時間、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。

以上で平成２５年第２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 ０時１０分


