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会議概要

事務局 開会

委員長 皆さん、こんにちは。

平成２５年第３回の定例会を招集させていただきましたところ、委員の皆さん、管理職

の皆さんにはご出席をいただきまして、ありがとうございます。

３月は別れの時期で、私は３月１日に滋賀学園の卒業式に行き、教育長には能登川高校

の卒業式に行っていただきました。

また、１２日は中学校、１５日が幼稚園、１９日が小学校の卒業式と皆様方にはご出席

いただき、ありがとうございました。私も明日で委員長の任期を終わらせていただきます

が、この２４年度は私にとって忘れがたき１年になりました。これだけのことができたの

だから、これからの人生をまだまだ頑張っていけるなと思いつつ、１年を過ごさせていた

だきました。私のような浅学非才な者が委員長を務めさせていただいたわけですが、委員

の皆さん、管理職の皆さんの支えがあったからできたのだと思いますし、また、今年度は

大津での事件、大阪での体罰事件とメディアを騒がす事件がございましたが、今後も皆様

方のご協力のもと、東近江市の教育で色々な事件が起こらないよう、事前に防げる体制作

りが必要ではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、平成２５年第３回の定例会を始めさせていただきます。

まず、２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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私の発言のところで、民生委員、社会協議各市議会となっていますが、正しくは民生児

童委員さんと青少年育成市民会議の各支部です。

その部分の訂正をよろしくお願いします。

他にはございませんか。

― 異議なし －

それでは２月の議事録は坂田委員さんの文言の訂正をしていただきまして、坂田委員、

武田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。

改めまして、こんにちは。

今日は小中学校の終了式が行われました。また、３月２日には小川先生の叙勲受賞祝賀

会や小中学校の卒業式、委員長におかれましては議会での答弁をいただき、ありがとうご

ざいました。

私のほうからは、３月議会での代表質問、一般質問の主に学校教育に関わる部分につい

て簡単に報告をさせていただきます。

代表質問では中村議員と前田議員から質問をされております。

中村議員の質問は、いじめに対する体制についてと、教師の資質と教育委員会の体制に

ついてでした。これについては委員長からも答弁いただいておりますが、前田議員からは、

教育関連についてということで４点ほどご質問いただいております。

一般質問につきましては岡﨑議員から、東近江市におけるいじめ、体罰についての質問

でございました。それぞれの質問の内容、答弁につきましてはお手元に配布させていただ

いている資料の通りでございますので詳細は省かせていただきます。ただ、前田議員の再

質問の授業時数の確保ですが、早い時期に教育委員会としての方向性を出す必要性があろ

うかと考えております。

既に市内の小中学校を対象に、どうしていけばよいですか、授業時数を確保できますか

というアンケートを実施しておりますけれども、過日、文部科学省のほうでは総合的な学

習の時間や道徳、これらを中心とした土曜授業の復活というようなニュースが報道されて

おりますので、今後、国がどのような方向で進めていくのかということを注視しつつ、主

にどのように休業日をするのかということを早急に検討していかなくてはならないと思

っています。現実、一番厳しいのが中学校３年生の授業時数でございます。夏休みの間に

テストをするなど、工夫していただいた中で、なんとか授業時数を確保していくというの

が今年度の状況でございます。

そして、岡﨑議員の再質問で中学校の２年生３年生の３５人学級編制が導入されること

で教職員が不足しないのかとご心配いただいておりましたが、これは学級数によって教員

の定数が決まっており、人数が不足することはないので大丈夫だと伝えておきました。事

実、次年度からは全ての中学校の全学年で３５人学級編制の実施となります。

そして、２月末までにいじめの報告を受けた事案については２件ありましたが、一応解



消はしております。３月については、いじめがあればその都度連絡をいただくようにお願

いしておりますが、３月は連絡がありませんでしたのでいじめはないというように思って

います。ただ、いじめと疑われる事案につきましては、答弁等ありましたように月に小学

校で３０件前後、中学校で１０件前後ほど疑いがあるのではないかというものがあり、継

続して様子を見ていこうという状況があります。また、体罰につきましては、教育委員会

のほうにも電話等で訴えがありましたが、それが誤解であったり、やや行き過ぎた指導だ

ということで説明をしつつ、保護者等の理解を得られていると思っています。

文部科学省からは２５年３月１３日付けで「体罰の禁止及び児童生徒の理解を求める指

導の徹底について」という通知が出されておりますし、過日、３月２１日付けで滋賀県の

ほうからは「体罰防止対策マニュアルの策定および研修の実施について」という通知がま

いりました。昨日の段階でメールの配信をして、本日の校長会でもお願いをしております

が、この年度末の忙しい時期に研修を今年度中にするようにということで、学校の中で対

応できる範囲内で資料、マニュアルには目を通すようにしてもらいますが、学校の中での

充実した研修は少し難しいと思います。体罰に対して、自分自身を見つめる、戒める、教

員の資質をしっかり持っていかなくてはならないと、そのことについての指導を頂きたい

ということを申しておきました。

それから２点目です。平成２５年度の教職員の異動内容でございますが、一般職につき

ましては先ほど１時から行ってまいりました。管理職員につきましては、来週の月曜日

２５日に行います。

３点目は大津市立中学校におけるいじめの問題について、第３者調査委員会がまとめの

報告書を提出されています。これが公開されておりまして、過日、皆様にお渡しさせてい

ただきました報告書の第３章のところが教育委員会への提言となっております。平成２５

年度には東近江市教育振興基本方針を策定してまいりますので、その中にもこの提言から

いただいている視点を加味しながら策定をしていかなくてはならないのではないかと思

っております。

それから最後に４点目ですが、３月の校長会議におきまして、特に小中連携の推進とい

うことを、例もあげながらできることからお願いしたいと申しました。相互に授業参観を

していただく、あるいは先日の呉市の研修で言いますと乗入授業、出前授業とも言ってお

りますが、そのようなことをできる範囲内でやっていただいて、その中で授業研究会、あ

るいは児童生徒理解をともにしていただくということ。それから、児童生徒の交流活動も

やっていただけるのではないか、小中合同の行事の開催もあろうということも一例を示し

ながら、次年度にできることから積極的に取組みを進めてほしいということをお願いしま

した。

そして、前回、武田委員からご意見がございました市内の子ども達へ統一した指導をし

ていったらどうかということでございますが、これも当たり前のことが当たり前にでき

る、特に規範意識の涵養と社会性の定着ということで「返事・挨拶・呼名」ということを

統一しようと申しました。基本的な生活習慣、あるいは人間関係を円滑に結んでいくため

に相手を尊重していくことが大事だと思います。

挨拶につきましてはかなりの学校で、これを管理計画の中にあげ、その中で目標的なも

の、合言葉的なもの、児童生徒会活動の柱として掲げているところもあります。そして、

返事については学校訪問をしている中で様々な事ございました。ただ、私が湖東第３小学

校の卒業式に参加いたしましたとき、小学生は非常に大きな返事をしておりました。そこ
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は返事そのものも教育目標に掲げて取組んでおりますので、その関係もあったかと思いま

す。呼名というのは「ちゃん」付け、あるいは「君」付け、あだ名で呼ぶなど色々あるの

ですが、あだ名は閉ざされた中では愛称で通るかもわかりませんが、そのグループ以外の

子どもを排除するという側面ももっておりますので一概に良いと言い難いものがありま

す。教育の活動の中では呼名をしっかりと「さん」付けで呼ぼうということです。部活な

どで呼び捨てなども出てくるかもしれませんが、そういうところでも一人ひとりを大事に

するという表れとして取り組んでほしいと申しました。

以上でございます。

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。

それでは、新年度予算につきましては、２月定例会では最終内示をもとに説明をさせて

いただきました。

３月議会定例会に提案をしました新年度予算については、最終内示と変わるものではあ

りません。議会でも同様の説明をしておりますので、省略させていただきます。

次に、現在開会中であります３月議会定例会における質問、並びに答弁につきまして、

教育長から報告がありました学校教育にかかるものを除いて、ご報告させていただきま

す。

なお、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、ご覧いただ

きたいと思います。

本定例議会は３月４日から２５日までの２２日間の日程で開催され、代表質問と一般質

問が３月１３日から１５日までの３日間に渡りございました。代表質問が７会派中５会派

から、一般質問は６名の方からご質問をいただいております。

はじめに、教育総務関係では、公明党の村田議員からの通学路の安全対策についてです

が、本年度の点検個所数や整備状況を申し上げ、新年度は学校からの報告をもとに春の交

通安全期間における現場の点検やその対応等に取組みたいと考えております。

次に、学校施設関係ですが、大洞議員からは１２月議会に引続き、学校運動場で発生す

る砂塵対策についてでありました。１２月議会後、学校施設課や学校が芝生化に取組んで

いる先進地を視察し、その効果等から、平成２５年度には管理体制などについて具体的な

検討を進めたいと考えています。

また、生涯学習関係では、代表質問・一般質問、合わせて３議員からご質問をいただき

ました。

太陽クラブの大橋議員からは、市長に対し、青年が夢と希望を持てるふるさと実現のた

めにについて、西澤議員から公の施設改革計画により閉鎖しました、すこやかの杜キャン

プ場の活用と管理について、西野議員からは、コミュニティセンターの指定管理料の積算

についてでありましたが、青年にかかる質問には、市長がその思いを、すこやかの杜の活

用等では、現状の取組や対応を申し上げ、またコミュニティセンターの指定管理料につい

ては、運営等の実情を検証しながら、指定管理の更新時の参考にしたいと考えています。

スポーツ関係では、北浦議員から、能登川スポーツセンターの整備計画についてのご質

問がありましたが、他の社会体育施設の改修と整合性を図りながら、整備に取組みたいと

考えております。
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最後に、文化財関係では、寺村議員から、重要伝統的建造物群の保存についてご質問を

いただきました。補助制度の見直しや、金堂まちなみ保存交流館への支援と同館の指定管

理、また、文化財課を市長部局への組織替えなどもありましたが、補助制度や交流館に対

する支援等は、行政改革が進む中にありながら現状維持の努力を申し上げ、指定管理は地

区内の類似施設を含め考えたいことや、また、組織のあり方では、他の自治体の事例と東

近江市の考え方を申し上げ、一定のご理解を得られたものと考えております。

以上、３月議会定例会の代表質問、一般質問について概要をご説明申し上げ、報告とさ

せていただきます。

ありがとうございます。

続きまして健康福祉こども部理事お願いいたします。

それでは健康福祉こども部の幼稚園関係で一般質問をいただいておりますので報告を

させていただきます。周防議員から平田幼稚園の幼保一体化案について質問がございまし

た。

この答弁につきましては、昨年１０月の市政懇話会において平田地区の自治会連合会か

ら要望いただきました幼保一体化施設整備の提案につきましては、改めて時間をかけて議

論し共通理解する中で、より良い整備の在り方について取りまとめていきたいと答弁をい

たしました。次に、それについての再質問がありました。市からの提案に対し住民から意

見を出し、困るという意見もあったので、それを平田地区の対案としてまとめ提出された

のだから市側の意見を出してくるのが筋ではないか、早く市側の意見を出して折り合いを

つけてほしい。住民の意見を真摯に聞いてあげてほしい。それを踏まえた形で考えを出し

てもらいたいということでした。

この問題につきましては前にも申し上げたように、私たちは市として各自治会へ説明を

するようにということでしたので、７月１日から２０日にかけて１１地区全部を回らせて

いただきました。そういった中で色々とご意見を交換したのですが、そのまとめもない中

で市政への要望がでてきたというようなことで、自治会連合会とキャッチボールができて

いない部分がございましたので、そこをもう一度言わせていただきました。そういった中

で３園の関係と、現在新たに平田地区に出ている今の要望と併せてもう一度協議をさせて

いただくために２５年度早いうちに自治会を中心として、また各階層の方に集まっていた

だいて、そういった協議の場で方向性を示していきたいというお答えをしました。

そして、毎回報告させていただいている湖東の幼保一体化施設整備工事の進捗状況につ

きましては、建築工事の変更請負契約について、３月４日に市議会の議決承認をいただき、

変更いたしました。２月末日現在の工事の進捗状況ですが、建築工事については、７７．

４％の進捗状況となっております。電気設備工事については６４．０％、機械設備工事に

ついては６１．８％あり、工事全体の進捗率としては、ほぼ計画どおりの７４．０％とな

っております。

以上です。

ありがとうございました。ここまで何かご意見ご質問はございませんか。

少人数学級で教員数は減らないということはお聞きしたのですが、一部で少人数学級が
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なくなると聞きましたが。

少人数指導をするか、３５人学級をするか、どちらかをするということです。学校によ

っては２年生は少人数指導が良い、こちらの学年は３５人学級のほうが良いと学年の特徴

によって変えたほうが良いと思っている学校もありましたけれども、県の報道が全て３５

人学級になる感じで伝えられたので、保護者の方がこれからは３５人学級になるものだと

思っています。２年生が少人数指導、３年生が３５人学級となると保護者の方が納得され

ないので、全て３５人学級となっています。よって少人数指導はありません。小学校の中

では少人数指導が出てくるところもありますが全てではありません。

中学校は全部３５人学級ということですか。

県下はわかりませんが、市内については全て３５人学級です。

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４号「東近江市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の制定について」

と議案第５号「東近江市教育委員会事務処理規定の一部改正について」の説明をお願いい

たします。

議案第４号「東近江市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則の制定について」

―資料にて説明―

組織運営上、新たに職名が必要となることから、本議案を提案したものです。

議案第５号「東近江市教育委員会事務処理規定の一部改正について」

―資料にて説明―

組織運営上、新たに職名が必要となることから、本議案を提案したものです。

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４号、第５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６号「東近江市立学校通学バス運行管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て」

議案第７号「東近江市立学校通学バス運行管理規則第３条第１項第２号に定める地域に

ついて」の説明をお願いいたします。

議案第６号「東近江市立学校通学バス運行管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て」

―資料にて説明―
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東近江市立五個荘小学校は、平成２４年９月１日から通学バスの運行を廃止したため経

過措置対象小学校から削除します。

議案第７号「東近江市立学校通学バス運行管理規則第３条第１項第２号に定める地域に

ついて」

―資料にて説明―

当該地域については東近江市教育委員会が定める地域としてきたが、児童数が増加した

ことから廃止します。

議案第６号７号について、何かご意見ご質問ございませんか。

―意見なし―

それではご承認を得たということで、議案第６号、第７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８号「東近江市教育委員会所管職員の勤務時間等に関する規程の一部改正につい

て」の説明をお願いいたします。

議案第８号「東近江市教育委員会所管職員の勤務時間等に関する規程の一部改正につい

て」

―資料にて説明―

西堀榮三郎探検の殿堂の職員の勤務時間を変更したく本委員会に提出したものです。

議案第８号について、何かご意見ご質問ございませんか。

勤務時間は変わらず、時間帯が変わるということですね。この変更については職員団体

などに労働条件の変更について伝えていますか。

事前に担当しています職員には伝えていますし、職員団体にも事前に話しをいたしまし

て了解を得ています。

それでは議案第８号は、ご承認を得たということで、議案第８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９号「平成２５年度東近江市教育行政基本方針について」の説明をお願いいたし

ます。

議案第９号「平成２５年度東近江市教育行政基本方針について」

―資料にて説明―

本市教育委員会の総合的な教育行政の推進に努めるため、平成２５年度教育行政基本方

針を定めたく、本議案を提出したものです。

前回、学校教育課のほうで、体罰についての文言をいれてはどうかとの川副委員の意見
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も入れていただきましたし、生涯学習課の青少年健全育成のところには青年リーダーの育

成をという坂田委員の意見にも対応していただいています。皆さんの意見はこの基本方針

の中に反映されていると思います。最終、ご意見があれば、期限を決めて委員のみなさん

に連絡いただくようにお願いした方がよろしいですか。

例年４月５日頃の合同の研修のときに、この教育行政基本方針を学校教育課から配付い

ただくので、学校教育課からできるだけ早くしてほしいと言われています。読んでいただ

いてまだおかしいところがあればご指摘いただきたいと思います。もともと前回からの付

け加えた部分は各課で検討いただいて、委員長がおっしゃったように川副委員、坂田委員

の意見を付け加えました。それ以外で大きく加えたのは、改正後の７ページ（４）の児童

生徒の安全確保の体制作りというのがございまして、この部分が新しく付け加えてありま

す。学校給食の推進、基本的な学校の給食に関する約１ページに渡っては２月の定例会で

出した案の中にはなかったのですが、今後給食をセンター化して来年度から、小、中、幼、

完全給食になるということで、給食も今後は教育行政基本方針に入れていかなければなら

ないと新たに２点付け加えさせていただきました。

よろしいですか。

それでは、再度目を通していただいて、何かございましたら、できるだけ早い時期にご

連絡してください。

それでは次の項目に移らせていただきます。

議案第１０号「東近江市指定文化財の新指定について」の説明をお願いいたします。

議案第１０号「東近江市指定文化財の新指定について」

―資料にて説明―

すでに１月の定例会で皆さんのご理解はいただいており、すでに滋賀報知新聞にも掲載

されておりました。

はい。新聞では答申が出たという報道でございました。今日のこの会議でご了解いただ

いて初めて手続きがされます。

１月の定例会で皆さんのご理解はいただいている承認でございますので、よろしいです

ね

－意見なし―

それでは議案第１０号は、ご承認を得たということで、原案どおり可決いたします。

議案については以上でございますが、他に何か質問等ございますか。

先日、次世代育成支援対策地域行動計画を検討していく会議に委員として参加させてい

ただきました。教育委員会への委員からの質問もありましたので内容を少し紹介させてい

ただきます。学校ガイド評価の公表の仕方はそれぞれの学校ごとの形で公表しているが、



教育長

委員長

各課

主にどういう方法で公表しているのかという質問がありましたので、私も見てみたのです

が、ホームページで公表する方法は少ないと思いました。学校新聞や学校便りで保護者も

含めて、学校評議員などの方たちへの評価の内容を提示しておられるのだと思うのですけ

れど、その委員は学校それぞれ単位ではなく、市でまとめて統一して市のホームページや

市長部局のホームページで公表したほうが更に周知できるのではないかというご意見だ

ったと思います。

そして、新しい人事評価制度というのもどういう制度なのですかという質問もあり、そ

の目的や効果についても知りたいようでした。いじめに関する項目が評価の中に入ってい

るのかどうかということでしたので、教育委員会への関心がかなりあると思われました。

教育長もおっしゃっておられました学校支援地域本部事業の枠をだんだんと広げてい

ったほうが良いのではないか。個々にもっと地域ボランティアを学校現場で積極的に活用

していったほうが良いのではないか。例えば教師ＯＢによる授業のサポート、直接に科目

のサポートに入っていただいたらどうなのかという内容の発言をされている委員もおら

れましたが、現場での授業のサポートというとなかなか難しいのではないかと思って聞い

ていました。

例えば学校評価の公表の仕方、あるいは外部の評価を求めよということは教育委員会も

言われています。それについては評価項目そのものの一部を市の教育委員会のほうからこ

れとこれは必ず評価項目にしてくださいと指定している教育委員会もあるように聞いて

います。県内全部の調査をしておりませんのでわかりませんが、評価項目そのものも現在

は学校の経営方針に沿ってのものであると見ています。一定水準を保つ、あるいは一定方

向を目指すということについては共通の評価項目があっても良いと思いますので、これは

今後の検討課題であると思います。それは提言の中にも少し触れられていたと思うのです

が、いじめ、体罰等、普遍的な内容については、一律にやっていくということがあっても

よいと思っています。

新しい人事評価制度は、今現在、教職員の場合は考課には結びついておりません。基準

があって教頭が１次考課者、２次が校長という制度の中でやっておりますので、あくまで

も資質の向上を目指したものになっています。

授業のサポートというのは、現在市内におられて時間に余裕のある先生はほとんど何ら

かの支援員に入っておられると思います。特別支援教育の支援員であったり、さわやかな

ど、そういったところでお願いしています。授業のサポートは福祉のほうとの連携も必要

かと思いますし、ボランティアで出ていただいているもの以外は予算の問題もあります

が、そういったかたちで意欲の向上ができるシステムが作れれば、より子ども達をサポー

トできると思います。ただ、学童、塾に通っている子どもさんもおられますし、その教室

を開く場所の問題もあります。地区ごとに公平に人材の確保をどうバランスよくするのか

考慮していくのかということもご意見をいただく中であります。

ありがとうございます。

それでは次に移らせていただいてよろしいでしょうか。

それでは、各課報告に移らせていただきます。

―資料にて説明―



委員長

藤田次長

委員長

教育長

学校教育課～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。

御園町に高屋集会所があるのですが、運動団体からの要請があって、そういう施設を設

けてきた経緯があります。もともと高屋集会所は２７年の３月をもって廃止にする計画に

もっておりましたけれど、その運動団体の支部が３月で解散されるということで、１年繰

り上げて２６年３月で閉鎖をしていく方向で、この土日くらいから地元の方々との調整に

入っていきたいと思っています。１年間という期間でソフトランニングしながら、そこで

開催する教室については１年限定とお知らせする中で２５年度いっぱいで閉じさせてい

ただき、そして、基本的な考えとしましては、建物を解体して、敷地は分譲地でしたので

通常の分譲をしたいと思っています。関連施設として公園と駐車場用地がありますが、こ

れらは物が建つという敷地ではないのですけれども、活用される方がおられたら譲ってい

く方向で考えています。最終的に条例自体は９月議会くらいで廃止の方向で提案をしよう

かと思っていますので、７月、８月くらいまで地元との調整をしていきたいと思っていま

す。

ありがとうございます。他にはございませんか。

八日市南小学校の前のひばり通りの懸案になっていました信号ですけれども、今日、点

灯いたしました。子ども達は下校から信号が初めて点いていますので戸惑うかもしれませ

ん。今日も教育総務課から２人見守りに行ってもらっていました。２９日離任式があると

思いますので、学校にも指導をお願いし、４月始まってからは教育総務課が中心になって

学校と一緒に子ども達に信号に慣れさせる、使い方、守り方の指導を徹底していきたいと

思っています。

もう１点は電子黒板の件ですが、市長からは本当に必要なものなのかと聞かれました。

ここ３年、市としては教育研究所も取組んでおりましたし、学校教育課を中心にＩＣＴを

活用した授業を改善する事業ということも取組んでまいりました。都道府県別教員のＩＣ

Ｔ活用をしている状況調査というものが毎年ございますが、２２年度の滋賀県は非常に低

い状況にあり、それよりも東近江市は低かったのです。ところが、教育研究所の研究も含

め、２３年度しっかりやってもらおうということで、授業改善の事業を必ず一回見に行っ

てください、電子黒板を使った授業を必ず一回見てください、と１年間頑張って進めてお

りましたら、小学校については東近江市の平均が情報モラルなど指導する能力というとこ

ろは非常に低く、そこは県を下回っておりますが、その他は全て県を上回りました。なお

かつ、授業中にＩＣＴを活用して指導する能力というのは全国の中でもトップになってお

ります。推進校の平均は県内、全国の中でも授業中にＩＣＴを活用する指導能力はトップ

になっていて、教材研究、評価などに活用する能力はどうかという点も全国の中でも９番

目くらいに入っておりますので推進校の学校の平均はトップクラスになっています。なお

かつ、東近江市の平均も滋賀県をはるかに超えており、ものによれば、１６、７番という

ところまで上がってきております。あとは活用した結果、子ども達の力がついたのか、こ
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れは教育研究所でも全国の研究の中でもあきらかになっていることですが、良いポイント

で有効活用すれば、確かに子ども達の力は上がっているという結果もでております。もと

もと授業デザインができていないとダメなのですが、引き続き、研修についての予算要求

をしっかりしていきたいと思っています。

ありがとうございます。他にはよろしいですか。

蒲生の排水施設について、これは雨水であるならば普段は水が入っていないのですね。

処理槽を設けるということでしたので防火水槽に活用できないかと考えたのですが、雨水

では無理ですね。

池を作って雨水を溜めるということですので、やはり防火水槽にはできないだろうと思

います。

教育委員会で工事をされるということは、維持管理も教育委員会でするのですか。

維持管理は支所でお願いすることになっております。

本日、提案いただきました議題は以上でございますので、これで終了いたします。

それでは、次回の定例会の日程ですが４月１９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３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


